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第５８回静岡県身体障害者福祉大会を開催しました！ 

 日 時 ： 平成２８年９月９日（金）１０：３０～１４：３０ 

 会 場 ： 県総合社会福祉会館 ７階 ７０３会議室 

今年も、吉林章仁副知事や鈴木洋佑県議会議長をはじめとするご来賓の方々と、県内各地より多くの会員の

皆様にご参集いただき、「第５８回静岡県身体障害者福祉大会」を盛大に開催することができました。 

第 1部の式典では、厳粛な雰囲気の中、身体障害者の福祉の向上に功績のあった方々の表彰が行われ、第 2

部の議事では、大会宣言・大会決議が会員の拍手により採択されました。第 3部のアトラクションは大石みつえ氏

による朗演が披露され、迫力ある世界に会場は魅了されているようでした。 

本大会では、以下の２２名の皆さん（敬称略）が栄えある賞を受賞されました。おめでとうございました。 

 

◆県知事褒賞贈呈者（３名）身体障害者相談員２０年以上の在職者 

・山田 忠男 （熱海市） ・杉本 枝三郎 （焼津市）  ・寺田 幸男 （磐田市） 

 

◆会長一般社会人等感謝状贈呈者（３名） 

身体障害者の福祉向上に寄与し貢献があった一般団体又は個人で、会長又は郡市団体長の推薦した者 

・笠原 昭男  （静岡市）   

・綾部 弥栄子（静岡県視覚障害者情報支援センター点訳奉仕員） 

・水島 まさよ （静岡県視覚障害者情報支援センター音訳奉仕員） 

 

◆会長特別感謝状贈呈者（２名）前年度に各郡市町会長を退職し、その功績顕著な者 

・石川 源八郎 （下田市） ・小野田 勲 （御前崎市）  

 

◆会長功労表彰状贈呈者（４名）身体障害者相談員として１０年以上在職し、功績顕著な者 

・磯部 勝弘 （藤枝市） ・後藤 光惠 （島田市） ・佐藤 忠 （島田市） 

・水島 武雄 （掛川市）   

 

◆会長自立更生表彰状贈呈者（１０名） 

身体の障害を克服して自立更生し、一般障害者の模範となる者で郡市町団体長の推薦した者 

・伊代野 孝 （伊東市） ・出原 文男 （御殿場市） ・長谷川 浩 （裾野市） 

・杉山 勝彦 （藤枝市） ・樋ノ浦 勝則 （吉田町） ・松下 浩一 （御前崎市） 

・鈴木 俊雄 （菊川市） ・一木 祐治 （袋井市） ・赤塚 壽美江 （磐田市） 

・山田 保夫 （磐田市）     

静岡県身体障害者福祉会情報 第30号 

１ 

tel:054-252-7829


（左上から時計回りに）石田課長代理、青野会長、 

小倉事務局長、須藤会長 

研修会場の様子 

オリジナル名刺を作成する来場者 

 

福祉センター 社会生活適応訓練事業 障害者差別解消法を学ぼう！ 
 

と き：平成２８年７月１日（金）１３：３０～１５：３０ 

ところ：静岡県総合社会福祉会館 ５階 集会室 

研修会ではまず、静岡県障害者政策課の石田課長代理より 

障害者差別解消法の概要についてリーフレットを活用しながら 

説明があり、その後は、ゲストスピーカーである静岡県車椅子 

友の会の青野会長、静岡県視覚障害者協会の須藤会長、そし 

て、静岡県聴覚障害者協会の小倉事務局長の３名から、それ 

ぞれの障害の特性やそのことによって生じる社会的障壁には 

どのようなものがあるのかについて話を伺いました。 

 障害特性は違っても、３名が共通して訴えたのはコミュニケー  

ーションの大切さでした。「何かお困りですか？」～その一言が 

差別解消に向けた大きな一歩になるのかもしれません。 

 

関東甲信越静ブロック身体障害者相談員研修会に参加しました！ 

 

と き：平成２８年７月１０日（日）１３：００～１６：００ 

ところ：ホテル ラングウッド新潟 

 前段は、「障害者制度改革と障害者差別解消法施行につい 

て」というテーマで、日本身体障害者団体連合会の森祐司常務 

理事兼事務局長からお話を伺いました。 

後段は、新潟大学教職大学院の長瀬正樹氏による「障害者 

差別解消法と新潟市条例」と題した講演で、新潟市で今年４月 

より施行となった「新潟市障がいのある人もない人も共に生き 

るまちづくり条例」の特徴について話がありました。“相互理解” 

と“話し合い”を大切にするという本条例の考え方は、本県に 

おける条例づくりにも取り入れてほしいと思いました。 

 

県民の日イベント“フェスタシズウエル２０１６”に福祉会も参加しました！ 

 

と き：平成２８年８月２０日（土） １０：００～１５：００ 

ところ：静岡県総合社会福祉会館 全館 

 県身体障害者福祉会では、今年も“フェスタシズウエル”に参 

加し、毎年恒例のサウンドテーブルテニスの体験や竹細工作り、 

マルチメディア情報センターにおける初心者向けパソコン体験 

等を行いました。 

 パソコン体験コーナーでは、昨年のオリジナルうちわ作りに続 

いて、今年は、自分の住所や名前、メッセージ等を自由に入力 

して完成させるオリジナル名刺を作成してもらいました。参加し 

てくれた子どもたちの中には、キーボード操作に慣れた子たち 

も多く、短時間であっという間に仕上げていました。 
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しずおか元気応援フェア２０１６ 

日  時  平成２８年１０月８日(土)・１０月９日(日) １０：００～１６：３０ 

※９日（日）は１６：００まで 

場  所： ツインメッセ静岡 北館（静岡市駿河区曲金３-１-１０）   

※静岡駅から無料シャトルバスが運行します。 

静岡県身体障害者福祉会のブースでは、毎年恒例となっている点字体験に 

加えて、８日（土）には、中部ブロック女性部のご協力による、こちらも大人気の 

ストラップ作り体験、２日目・９日（日）には、“富士山スズ竹工芸同好会”の皆 

さんご指導のもと、竹細工作りも体験していただくことができます。 

そのほかにも、福祉ゾーンでは、福祉機器の展示や授産製品の販売、セニ 

アカ―・車椅子などの試乗体験、また、今年は、補助犬のデモンストレーション 

も行います。「見て」・「聞いて」・「体験できる」秋のイベント“しずおか元気応援 

フェア“へ、皆様お誘い合わせの上、ぜひお越しください。 

 

身体障害者福祉センター 楽しい！わくわくコンサートを開催します♪ 

昨年、大好評だった福祉センター”ミニコンサート”を今年も開催します♪ 

普段、聴くことのできない重厚なバイオリンの音色や美しいピアノの演奏にふれ、芸術の秋を思う存分堪能

しましょう。みなさまのお越しをお待ちしております。 

日  時  平成２８年１０月１８日（火） １３：３０～１５：００（予定） 

会  場  静岡県総合社会福祉会館 ５階 音楽室 

定  員  ３０名程度（定員になり次第、締め切らせていただきます。） 

参加費  無料 

演奏者  前島 正澄氏（バイオリン） 高橋 一泰氏（ピアノ・フルート） 大川 義春氏（進行・独唱） 

曲  目  ◆バイオリンの演奏◆ ♪赤とんぼ   ♪アベ・マリア  他 

       ◆ピアノの演奏◆ ♪乙女の祈り   ♪黒鍵  他  

       ◆フルートの演奏◆ ♪見上げてごらん夜の星を  他 

申込み  人数把握のため事前申込をお願いします。福祉センターまでご連絡下さい。 

静岡県障害者芸術祭参加事業 第４２回静岡県障害者文化作品展の開催について 

 今年も、下記の日程で標記の文化作品展を開催します。それぞれに障害を抱えながらも、絵画・書道・写真・

彫刻・工芸・手芸・文芸書画の各部門において、毎年素晴らしい作品が出品されます。“芸術の秋”～ご家族、

ご友人をお誘い合わせの上、ぜひ会場までお越しください。 

日  時  平成２８年１１月１７日（木）～２２日（火） 

※開場式      １１月１７日（木） １３：３０～ 

※表彰・閉場式  １１月２２日（火） １３：３０～ （終了次第、搬出） 

会  場  静岡県総合社会福祉会館 １階ギャラリー他 

 

             今年度の静岡県障害者芸術祭の開催は １１月１２日（土）です！ 

１１月１２日（土）、静岡駅北口地下広場イベントスペースで「静岡県障害者芸術祭」が 

開催されます。舞台発表やミニ作品展などの様々な催しもありますので、お近くに 

お越しの際は、ぜひお立ち寄りください。 
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●日時 毎週木曜日 午後１時～４時 

 ※祝日を除く。 

 ※関係会議などで実施できない時も 

  あります。 

●費用 無料 

 ※電話の通信料は自己負担です。 

●対象者  

視覚障害者・家族・支援者などの関係者 

●その他 

相談内容に応じて、弁護士や社労士など 

の専門家につなげることができます。 

※専門支援の費用は自己負担です。 

 

 

ＪＲＰＳ静岡（静岡県網膜色素変性症協会）が 視覚障害者と家族のための電話相談 

 

 

 

 

 

 

 

☎ ０８０－１５５２－０４９１ 

（個人情報や相談内容など秘密は厳守します） 

視覚障害者同士だからこそわかりあえることがいっぱいあります。 
一人で悩まず 気軽に電話してみてください。 
日常生活用具、補装具の申請方法や同行援護の利用など福祉サービスについて知りたい。 

就労を継続したいけれど…ちょっと自信がない。読書や音楽鑑賞を楽しみたい。・・・ など 

ご家族・支援者の皆さまもご相談ください。 
最近ふさいでいるがどうしていいかわからない。何が見えて何が見えないのかわからない。 

お酒を飲みすぎる。家族に乱暴したり暴言を吐くようになった。・・・ など 

 

 

 

 

行事名 開催日 会場 

しずおか元気応援フェア２０１６ １０/８（土）～９（日） ツインメッセ静岡 北館 

第３４回静岡県身体障害者 

自動車安全運転教室 
１０/１６（日） 静岡県自動車学校 静岡校 

第２０回静岡県身体障害者 

グラウンド・ゴルフ大会（団体戦） 

１０/２９（土） 

予備日１０/３０（日） 
草薙総合運動場 補助競技場 

平成２８年度静岡県障害者芸術祭 １１/１２（土） 
静岡駅北口地下広場 

イベントスペース 

静岡県障害者芸術祭参加事業 

第４２回静岡県障害者文化作品展 
１１/１７（木）～２２（火） 県総合社会福祉会館 

平成２８年度 第２回理事会・評議員会 １１/２５（金） 県総合社会福祉会館 

第１１回静岡県身体障害者 

フライングディスク大会 
１１/２６（土） 静岡市中央体育館 

第３１回静岡県身体障害者うたの広場 １２/１６（金） 県総合社会福祉会館 

１０月～１２月の行事予定 
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