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第３５回九州ブロック会議宮崎大会報告
去る平成23年10月1～2日(土、日)の両

取り組みが期待されます。また全脊連本部

日、宮崎市ひまわり荘にて、長崎を除く九

より提案があった公益法人問題に対して

州各県の代表参加者約50名のもと、第35

は、これまで積み重ねてきた総会決議を変

回九州ブロック会議宮崎大会が開催されま

更して新たな形の提案がなされたため、各

した。

県支部からも不安の声が上がりました。今

午前中は矢野光孝宮崎県支部長の開会挨
拶に始まり、記念式典、記念講演会が行わ

後の公益法人化に向けた話し合いの状況を
注視していく必要があります。

れ、午後の部は各議案に沿って議事に入り

来年度の開催県である大分県での再会を

ました。各県支部の取り組み状況では、

約束して大会は無事終了しました。今会議

パーキングパーミッド制度導入県が増えて

にご尽力された宮崎県支部の関係者の皆さ

いる報告があり、今後も制度導入に向けて

ん、ありがとうございました。

各地で脊髄損傷者相談会開催

損傷者相談会を県内５カ所で開催します。

沖脊連では、通年事業として脊損者の

におこしください。

「相談援助事業」や「ピアサポート活
動」、今年度においては、次のとおり脊髄

ご相談のある方は、お気軽にお近くの会場
次頁では宮古地区で開催された、相談会
の模様も報告致します。
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【脊髄損傷者相談会開催地区】
・宮古地区：平成２３年１０月１５日（土）／平良老人福祉センター
沖縄県宮古島市平良字久貝706-1
・南部地区：平成２３年１１月２６日（土）／南部徳州会病院
沖縄県島尻郡八重瀬町字外間 171番地1
・中部地区：平成２３年１２月

３日（土）／沖縄リハビリテーションセンター病院

沖縄県沖縄市比屋根2-15-1
・北部地区：平成２３年１２月１０日（土）／名護市障がい者センター
沖縄県名護市城2-16-12
・八重山地区：平成２４年１月～２月の間（調整中）

脊髄損傷者相談会宮古地区報告
去る１０月１５日土曜日、脊髄損傷者相

認しました。

談会を宮古島の「平良老人福祉センター」

翌１６日には、前川さんと、SEASIRS

（宮古島市）にて１４時～１６時の間開催

の勝連さんも加わって久松中学校にて２時

しました。沖脊連からはピアサポーターと

間ほど中学生と宮古島車椅子バスケット

して会長の仲根、理事の洲鎌、砂川の３名

チームの皆さんとで車椅子バスケット体験

が参加しました。

講座を開き、交流を図りました。

宮古地区へは事前に福祉関係機関へ資料

今回の相談会を通して、やはり宮古島で

配付や連絡、新聞社には広告まで載せては

も脊損者への医療的ケアなどを専門に受け

いましたが、この日はあいにくの雨模様の

る体制がしっかり整っていないことが改め

せいなのか、参加した相談希望者は３人ほ

て確認できました。沖脊連が今後、宮古な

ど、他にホームヘルパーや宮古島病院のＰ

どの離島に対してどういったことをやって

Ｔ、ＯＴ合わせて６名ほどと、１回目の相

いけばよいか考えていくことが必要だと痛

談会としては少々寂しいスタートになりま

感しました。また、今後の相談会を開く上

した。

での周知のあり方や運営方法にもう少し改

内容は相談者の障がい状況の聞き取り調

善が必要なことも感じました。

査や相談内容の確認を行い、その後全脊連

宮古訪問にあたっては宮古社協の嵩原さ

より配布されているＤＶＤ「社会復帰ロー

んや職員の方、車椅子バスケットチームの

ルモデル～新たな扉の向こうへ」を上映

佐和田さん、吉田さんらにたいへんお世話

し、少人数のため予定を変更して座談会を

になりました。この場をお借りして改めて

設ける形になりました。

お礼申し上げます。

座談会では、宮古島における脊損者への

余談ですが、今回宿泊したパイナガマ

医療施設やリハビリ等の専門的なカリキュ

ビーチ近くの「ホテルサザンコースト宮古

ラムプログラムや支援機関があるのかと

島」のバリアフリールームは、フロントの

いった現状の聞き取りや問題点、課題を確

すぐ後ろで入り口からも近く、バスルーム
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への段差もなくて利用しやすく、会員の皆
さんにぜひおすすめです。ただしベッドは
シングルベッド１台しかありませんので同
伴者がいる場合はご注意下さい。通常ルー
ムはキャスター１個半分ほどの段差がバス
ルームにあり、入口すぐのところに便器が
あるので車椅子のままで入るのは難しそう
です。隣にコンビニもあり、新しいホテル
で快適でした。

平成23年度障がい者週間(障がい者週間とは）
障害者施策の基本的方向を定める「障害

人も、障害者に対して、障害を理由とし

者基本計画」（平成１４年１２月２４日閣

て、差別することその他の権利利益を侵害

議決定）においては、日本が目指すべき社

する行為をしてはならない」ことを明らか

会として、国民誰もが相互に人格と個性を

にしています。

尊重し支え合う「共生社会」を掲げていま

「障害者週間」は、平成１６年６月の障

す。このような「共生社会」は、国民一人

害者基本法の改正により、国民の間に広く

一人がそれぞれの役割と責任を自覚し、主

障害者の福祉についての関心と理解を深め

体的に取り組むことによりはじめて実現で

るとともに、障害者が社会、経済、文化そ

きるものです。

の他あらゆる分野の活動に積極的に参加す

障害者基本法（昭和４５年法律第８４

る意欲を高めることを目的として、従来の

号）においては、基本的理念として、すべ

「障害者の日」（１２月９日）に代わるも

ての障害のある方に対し、「個人の尊厳が

のとして設定されました。

重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を

「障害者週間」の期間は、毎年１２月３

保障される権利を有する」こと、「社会を

日から１２月９日までの１週間です。この

構成する一員として社会、経済、文化その

期間を中心に、国、地方公共団体、関係団

他あらゆる分野の活動に参加する機会が与

体等において、様々な意識啓発に係る取り

えられる」ことを宣言するとともに、「何

組みを展開します。
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第23回ぎのわん車いすマラソン
大会！
第２３回ぎのわん車いすマラソン大会が
開催され、午前１０時～ハーフマラソンの
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第23回 九州車いすツイン
バスケットボール選手権大会
in 沖縄
応援宜しくお願いします！

部、5kmマラソンの部、1.5kmトリムマラ

来年の１月に沖縄市体育館で車いすツイ

ソンの部がそれぞれ宜野湾海浜公園歓海門

ンバスケットの大会を開く予定で、沖縄

前をスタートします。

フェニックスは２チームに分かれて全員出

この大会の参加申し込みはすでに終了し

場します。現在、大会開催のためにメン

ていますが、沖脊連の会員も各地から多数

バー全員で役割分担して準備に取り組んで

参加しますので皆様の応援宜しくお願いし

います。下記のとおり開催されますので会

ます！

員の皆様多数の応援よろしくお願いしま
す。また、大会当日のボランティアとして
も受け付けていますのでご協力できる方は
事務局までご連絡下さい。
●
大
会
事
務
局
：
〒 901-2122
浦 添 市 勢 理 客 1-10-1
実行委員長 前川 敦(TEL:090-3796-9059)
●
主
催
：
九州車椅子バスケットボール連盟
九州車椅子ツインバスケットボール委員会
●
共
催
：
朝日新聞厚生文化事業団／
財団法人 中村裕記念身体障害者福祉財団
●
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
：
http://phoenix.web6.jp/
●大会日時：
平成２４年１月７日（土）、８日（日）
７日(土)

８日(日)

受付開始

09:00～

開 会 式

10:00～

第１試合

11:00～

オープン戦

09:30～

決 勝 戦

13:10～

閉 会 式

15:00～

●大会会場：
沖縄市コザ運動公園（沖縄市体育館）

メンバーによる大会
運営ミーティング
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平成23年度共同募金運動への

Control Systemを紹介します。
写真は２種類別々のもので、両方とも下

協力について

の方をアクセルとブレーキに固定し上のノ

今年度の県共同募金運動は２億２千万５

ブの方をハンドルのろころにぶら下げるタ

百万円強の目標額を掲げ、１０月１日～１

イプで、安定感はあまりないので頸髄損傷

２月３１日までの３ヵ月間実施されます。

や体幹バランスの悪い方の使用は難しいと

沖脊連や他の車椅子スポーツクラブも一

ころもありますが、愛車の急なトラブルや

部共同募金配分金の助成を受けて活動して

収納バッグ付きでコンパクトに持ち運べる

いることもあり、かかわり方は様々で良い

ので旅行先のレンタカーでの使用などにと

と思いますが、皆様がお住まいの地域にお

ても便利です。沖縄でも脊損の仲間たち６

いても積極的に協力していただきたくご案

名ほどが所有しています。

内致します。
また、１２月１日から「みんなでささえ
あうあったかい地域づくり」をスローガン
に、全国各地で「歳末たすけあい運動」が
スタートし、県共同募金会に寄せられた募
金は、各地の小規模作業所等団体の年末、
年始活動の支援や、離島の高齢者・障害者
等の要援護世帯の義援金、法外援護施設へ
の義援金として、配分されます。

赤い羽根共同募金会

どちらのタイプが良いかですが、興味が
ある方はネット上でPortable Automotive
Hand Control Systemで検索してみて下
さい。また、実際の使用感や安全性、購入
ルート、金額など知りたい方はお気軽に事
務局に連絡ください。所有して実際に使用
している会員を紹介します。

☆便利グッズ紹介コーナー！☆
ネットも詐欺まがりを感じる様な物もあ
りますが、情報収集は便利です。海外など
はカタログどころか取扱説明書まで入手出
来ます。今回ネットから日本で販売されて
いないPortable

Automotive

Hand

手動装置を取り付けた写真

携帯用自動車運転手動装置
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今回はその一部を紹介しますのでご活用ください。

発行人

県内指定相談支援事業所一覧！
○本島南部地区

・那覇市障がい者生活支援センターゆいゆい 〒901-0155 沖縄県那覇市金城3-5-4

・相談支援事業所みなみ 〒901-0361 沖縄県糸満市字糸満1796-2(☎098-995-1700)
・糸満市社会福祉協議会指定相談支援事業所 〒901-0362 沖縄県糸満市字真栄里857(☎098-840-8468)
・ピアサポートセンターほると 〒901-2103 沖縄県浦添市仲間１-1-2(☎098-879-7565)
・相談支援事業所 小枝 〒900-0003 沖縄県那覇市安謝2丁目26番30号(☎098-941-8934)
・相談支援事業所 野の花 〒901-1206 沖縄県南城市大里字仲間928番地(☎098-946-0898)
・障害者ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰりんご〒901-0244 沖縄県豊見城市宜保189-23(☎098-850-1071)

編集人

○本島中部地区
・障がい者生活支援センターみはら 〒904-1111 沖縄県うるま市石川字東恩納1517(☎098-965-3850)

・ピアサポートセンターつなぎ 〒904-0003沖縄県沖縄市沖縄市住吉1-14-29(☎098-938-3485)
・ピアセンターイルカ 〒901-2221 沖縄県宜野湾市伊佐4-4-1(☎098-890-1896)
・相談支援事業所 おはな 〒904-2164 沖縄県沖縄市桃原337-8(☎098-995-9281)
・地域生活支援センター 「うらら」〒904-0102 沖縄県中頭郡北谷町伊平４１４－１(☎098-936-2994))
・指定相談支援事業所 つながり 〒904-2213 沖縄県うるま市田場52番地2(☎)098-963-4127
○北部地区
・北部障害者生活支援センターハーモニー 〒905-0017 沖縄県名護市大中2丁目2番4号(☎0980-53-1116)
・サポートセンターあさひ 〒904-1201 沖縄県国頭郡金武町字金武390番地(☎098-968-7590)
○宮古地区
・地域生活支援センターさぽーと 〒906-0006 沖縄県宮古島市平良字西仲宗根1327-1(☎0980-73-5305)
・相談支援事業所 みやこ 〒906-0013 沖縄県宮古島市平良字下里3107-243(☎0980-73-7770)
○八重山地区

砂川昭人

・くこりもや 〒906-0002 沖縄県宮古島市平良狩俣188-1(☎0980-72-5665)

ボランティア小規模団体室しゃりん編集部

・うるま市障がい者支援センターあやはし苑〒904-2301 沖縄県うるま市与那城照間702(☎098-978-1280)

・指定相談支援事業所むゆる館 〒907-0004 沖縄県石垣市登野城892-1(☎0980-84-2211)
・サポートセンターどりいむ 〒907-0023 沖縄県石垣市石垣４６３番地の３(☎0980-83-5382)
・相談支援事業所 やふぁてぃ 〒907-0001 沖縄県石垣市大浜386(☎0980-88-5011)

【頒価二十円】

購読料は会費に含む

広告(ちはる歯

沖縄県那覇市首里石嶺町四―三七三―一沖縄県総合福祉センター西棟二Ｆ

・指定相談支援センター石川学院 〒904-1101 沖縄県うるま市石川東山本町1-20-1(☎098-964-2286)

沖縄県南風原町字神里六三一

・さぽーとせんたー I 〒902-0072 沖縄県那覇市真地224-1(☎098-889-5955)

沖縄県身体障害者福祉協会

那覇市総合福祉センター内(☎098-891-8454)

毎月二十五日発行

平成２３年度事業計画で９月に実施の会員親睦ビーチパーティーは、暑さも和らぎ涼しくなっ
た１０月ごろに予定しておりましたが、休日は脊髄損傷者相談会や障がい者理解推進プログラム
事業、その他の事業などと重なり参加者の減少が見込まれることと、事務局の準備不足から中止
することになりました。楽しみにしていた会員の皆様には深くお詫び申し上げます。

ＯＤＡ通巻番号６４２号

ビーチパーティー中止のお詫び！沖脊連事務局

