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《不自由をこらえて立つ身へ愛のつえ》

	4月	 9日	 決算監査
ふらっと

	4月	10日	 イオン黄色レシート贈呈式
イオン山梨店

	5月	15日	 定例総会
豊沢ふれあい会館

	5月	25日	 理事・評議員会　
県総合社会福祉会館

	6月	 5日	 西部フライングディスク交流会
掛川市　大坂体育館

	6月	 7日	 県主催西部身障者相談員研修会
	 中遠総合庁舎
	6月	10日	 野外レクリエーション

東海大学水族館とエスパルスドリームプラザ
	6月	19日	 西部ブロック総会

豊田福祉センター
	6月	23日	 本部役員会

ふらっと
	7月	 2日	 障害者スポーツ教室

袋井北小学校　体育館
	7月	22日	 西部女性部交流会

舘山寺サゴーロイヤルホテル
	7月	25日	 袋井市相談員研修会

総合健康センター

	8月	28日〜10月2日
	 	 	 わかふじスポーツ大会

会場は県内各所
	8月	下旬	 本部役員会

ふらっと
	9月	 9日	 県身体障害者福祉大会　

県総合社会福祉会館
	10月	22日	 ふれあい広場

袋井市民体育館
	10月	24日（11月5日）
	 	 	 西部ブロックGG交流会

風見の丘グラウンド
10月29日（30日）
	 	 	 県身障者グランドゴルフ大会

草薙補助競技場
11月17日〜22日
	 	 	 県障害者文化作品展

県総合社会福祉会館
11月中旬		 女性部主催みかん狩り

浜松市細江　堀越農園
	11月	26日	 県身障者FD大会

静岡市北部体育館

★ ★ ★ 障 害 者 定 例 相 談 日 ★ ★ ★
毎月第1月曜日、13時30分〜15時30分
袋井市総合健康センター第2相談室	

★ ★ ★ ★ 補 聴 器 相 談 日 ★ ★ ★ ★
毎月第2火曜日、10時00分〜12時00分

市役所303会議室

平成28年4月1日から平成28年7月31日
までの主な行事（会議等）

これからの行事　平成28年8月1日
から平成28年11月30日まで
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5 月 15 日、豊沢ふれあい会館において
第 12 回袋井市身体障害者福祉会総会が
行われました。ご来賓に袋井市市長　原田
英之様　袋井市議会文教民生委員長　寺田　
守様　袋井市社会福祉協議会会長　池谷之
男様　しあわせ推進課　課長杉山明子様の
ご臨席を賜り、心のこもったごあいさつを
いただきました。
また、今年度は長沼登美子さん、宇野憲
賢さんが自立更生で表彰を受けました。
長沼さんは、わかふじ大会など各種ス
ポーツ大会に参加し優秀な成績を収めてい
ます。また、文化作品展にも毎年作品を出
展し、つばさ作業所での奉仕活動も行って
います。宇野さんは、当会の行事に積極的
に参加するほか、毎日袋井駅周辺で歩行訓
練や清掃活動をするなど日々自立への努力
をおこたりません。毎年表彰を受ける方々
の自立する姿には、勇気と元気をいただき
ます。
議事では、27 年度の事業報告、収支決
算報告と 28 年度事業計画案、収支予算案、
役員の一部改選について審議されました。
現在の本部役員の任期は 29 年 3 月末ま
でだが、大場輝雄委員が都合により退任し
後任に大場朝子さんが選出されました。ま
た、会計の堀尾和良委員が病気療養のため
退任し中村貴子さんが選出されました。

浅羽　石川博彬
6 月 10 日　会員他総勢 76 名が市役所に
集合し、栄和交通バスと県ボランティア協
会のリフトバス 2 台に乗り込み午前 8 時
20 分出発した。袋井 ICから東名高速道路
に入ると運悪く掛川で事故が起きたため渋
滞になっていた。そのため最初の目的地、
清水区三保の東海大学海洋科学博物館
には 40 分ほど遅れて到着した。まず全員
で記念写真を撮影し、その後自由に館内を
見学した。博物館にはサンゴ礁で見られる
約 80 種類の生物を飼育し展示していた。
駿河湾の深海生物の展示もありすばらし
かった。
昼食は、エスパルスドリームプラザ「大
漁市場」にて金太郎寿司を美味しく食べた。
最後の目的地は焼津さかなセンター。
到着後、買い物を楽しんだり、休憩した
り出発時間まで思い思いに過ごした。
当日は、梅雨とは思えない晴天で気温も
高くみんなが熱中症にならないかと心配し
たが、何事もなかったので安心した。2台
のバスは、市役所に 4時 20 分無事に到着
し楽しい一日を過ごして解散した。
福祉会サポーターの外国人の若者が、車
椅子などの応援に来て協力してくれたこ
と、手話通訳者、企画運営の役員方にも感
謝しお礼を申し上げます。誠に有難うござ
いました。

第12回総会報告 野外訓練報告
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体育部事務担当　岩田　充
梅雨入り直後の 6月 5日、掛川市南体育
館において、第 9回西部ブロックフライン
グディスク交流会が開催されました。県西部
6市から20チーム（100人）の会員が参加し
て和気あいあいとゲームが行われました。
袋井市体育部からも2チーム（10名）が参加
し、熱戦に臨みました。
結果は、袋井 Aチームが辛くも準優勝
を獲得。男女別個人戦においても 5名が入
賞し、それぞれに賞品を頂き笑顔で会場を
後にしました。これにより 11 月に開催さ
れる県大会にも 1チームの参加が決まり、
これからの練習会において成績優秀者5名を
選抜し上位入賞を狙いたいと思っています。
福祉会の会員のみなさんも体育部活動に
ぜひ参加してみませんか。私たちと一緒に
体を動かしましょう。お待ちしています。

< 会計報告 >

収入	 400,000 円	 市補助金
	 70,000 円	 参加費
	 2,288 円	 福祉会
支出	 163,360 円	 交通費（バス 2台）
	 156,360 円	 昼食、茶菓子
	 57,000 円	 見学料
	 19,500 円	 保険料
	 28,952 円	 通信費、印刷代他

参加者一人当たりの費用　約 6,750 円

聴覚障害部　飯田靖子
5 月 22 日（日）、山名公民館においてカ
ローリングと交流会を開催しました。
聴覚障害部員10名、手話サークル等13名、
子ども6名が参加して下さいました。
午前中はニュースポーツのひとつである
カローリングを初めて体験しました。ス
ポーツ推進委員のご協力で、4人の講師に
来ていただきました。
まずは準備体操をし、ルールや試合の進
め方を手話付きで教えていただきました。
3人ずつのチームを作り、対抗戦を行い、
本気の勝負で盛り上がりました。子どもさ
んには別のニュースポーツを教えていただ
いたので、親も安心して体を動かせたと思
います。
カローリングは老若男女を問わず楽しめる
スポーツです。皆さんも健康のために是非、
ニュースポーツを体験してみてください。
午後は交流会でレクリエーションを行い
ました。ろう文化のクイズや、身振りで漢
字を当てるゲームなどで楽しみました。初
めて会う方とも楽しく話をすることができ
て、仲間の輪が広がりました。
今後も多くの方に聴覚障害部の活動を
知っていただくよう頑張っていきますの
で、よろしくお願いいたします。

中日新聞　2016.6.6 掲載記事		　袋井チーム

聴覚障害部活動報告

第9回西部ブロックFD交流会報告
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ブラジルの娘が添いし三保の旅
	 祖父は長野と日本語上手
水槽にゆうゆう泳ぐサメやエイ
	 人の勝手にながらえ生きる
職人が一つひとつを握りたり
	 清水の寿司に腹は満たされ　
久野いちご山頂までも石垣を
	 積みてそだてし農家の頑張り
呼び込まれ魚センター入りみれば
	 値引きにつられ両手に土産

西同笠　寺澤光彌

歳重ね　丸くなるのは　背とお腹

マイボディー　横から見れば　曲線美

歳増して　元が取れない　食べ放題

ファッションは　着たい服より　着れる服

机上には　重ね積まれた　片づけ本

富里　中村貴子

女性部　中村貴子
7月22日（金）サゴーロイヤルホテルでの
交流会が行われました。袋井支部からは14
名が参加しました。当日は曇り空で雨が心配
されましたが、降られることもなく涼しい過ご
しやすい一日でした。
県ボランティア協会のリフトバスとサゴーロ
イヤルホテルの送迎バスを使い、総勢 40 名
で食事、観劇、入浴を楽しみました。
現在西部ブロック女性部は、御前崎市、
掛川市、袋井市の3市のみで活動しています。
広域で活動するためには、移動手段の確保
などいろいろと難しい問題があります。まとめ
役の方々も福祉会の役員と兼務しています。
昨年度相談の結果、今年度で西部ブロック
女性部の活動は休止することにしました。年
度内にもう一度交流会を行いたいと考えてい
ます。秋の役員会で決まり次第案内を差し上
げたいと思います。

（エル）

たくさんの投稿をありがとうございました。
次回もお願いいたします。
投稿先　〒437-1124	袋井市富里 1871-6

中	村	貴	子	
TEL・FAX		0538（23）0216

Eメールアドレス	:	th.naka@viola.ocn.ne.jp
※次回の投稿は平成 28 年11月10日までに
　お願いいたします。

会員物故者のお知らせ
　謹んで哀悼の意を表し、心よりご冥福をお祈り申し
上げます。

 住　所 ご芳名 葬儀年月日
 浅　羽 戸塚　清一 H28．3．20
 浅　名 堀尾　和良 H28．6．19

西部B女性部活動報告


