
杉本ナオ子さん（静岡市）が金賞! 佐藤誠さん（静岡市）が銅賞に!! 
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この一年を振り返って 
 

常務理事兼事務局長  飯塚 進 
 

今年は、福祉会を取り巻く環境に大きな変化がありました。 

まず、障害者差別解消法が４月から施行したことに伴い、静岡県では来年４月の施行を目指し、

「静岡県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例（仮称）」を制定するための準備が

進められています。これを機会に、障害を理由とする差別が解消し、障害の有無によって分け

隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現のため、すべて

の国民が一歩踏み出すことを願わずにはいられません。 

また、３月には社会福祉法を一部改正する法律案が可決され、いわゆる「社会福祉法人制度

改革」が来年４月から施行されます。これに伴う定款の変更が、１２月に開催された評議員会及

び理事会で承認されました。４月からは、評議員会・理事会の位置付けが変わり、定員も大幅に

減少することになります。制度改革の施行スケジュールを的確に進めていきたいと考えていま

すので、皆様の御理解と御協力をお願いします。 

 

 

 
 

 身体障害者福祉センターでは、全国障害者総合福祉センター（戸山サンライズ）が主催する

「障害者による書道・写真全国コンテスト」の応募とりまとめ協力機関として、応募作品の募集 

を行っています。 

 今年は、福祉センター書道教室の生徒さん８名の書道作品と福祉会会員を含む３名の方の 

写真計１１点を出品し、応募総数１，０１７点（書道部門８３７点、写真部門１８０点）の中から、 

見事！お二人の方が上記の賞に選ばれました。杉本さんは、同コンテストにおいて、昨年の 

銀賞に引き続き２年連続の入賞となりました。おめでとうございました！ 
   

 

 

 

 

 

     

      書道部門 金賞         写真部門 銅賞  

      『愛月夜眠遅』         『花に休む』  

       杉本 ナオ子 さん          佐藤 誠 さん 
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第３１回障害者による書道・写真全国コンテストで 

tel:054-252-7829


ミニ作品展に２作品が展示されました 

会場の様子 

独唱を聴かせてくださった大川先生 

授産製品コンクール表彰式の様子 

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した 

日 時：平成２８年１０月１８日（火） １３：３０～１５：００ 

場 所：県総合社会福祉会館 ５階 音楽室 

参加者：参加者 １７名 演奏者 ２名 進行 １名 

福祉会職員 ３名        計２３名 

 このコンサートは、身体障害者福祉センターによる社会生活適応 

訓練事業として実施しているものです。 

 ２回目となる今回も、福祉センター音楽教室講師の大川義春先生 

の進行のもと、バイオリンの前島正澄さん、ピアノの高橋一泰さん 

（今年はフルートも披露してくださいました。）をお迎えしての楽しい 

ひとときとなりました。 

 コンサートでは、バイオリンやピアノの美しい音色に耳を傾けるだ 

けでなく、参加者みんなで声を合わせて歌ったり、曲名当てクイズ 

をしたりと盛りだくさんの内容で、あっという間に時間が過ぎてしま 

いました。曲の合間にある大川先生の解説も非常にわかりやすく、 

その曲の出来た背景に想いをはせ、情景を思い浮かべながら聴く 

ことができました。 

 最後には、大川先生のピアノと前島さんのバイオリン、そして、 

髙橋さんのフルートに合わせて、参加者全員で『ふるさと』を合唱 

して楽しい時間は終了しました。 

 

夢いっぱいアートフェスティバル２０１６ 静岡県障害者芸術祭 

日 時：平成２８年１１月１２日（土） １０：３０～１６：００ 

場 所：静岡駅北口地下広場イベントスペース 

 静岡県では、障害のある人の芸術活動の発表の場を設け、広く 

県民に紹介することにより障害のある人の社会参加と障害福祉へ 

の理解を促進するため、１２月３日から９日までの障害者週間に向 

けた啓発行事として障害者芸術祭を開催しています。 

 今年度も、授産製品コンクールの表彰式や合奏・ダンスなどの 

ステージ発表、フェイスペイントといった様々な催しものが行われ、 

行き交う人たちも足を止め楽しんでいる様子でした。 

 会場には、障害者芸術祭参加事業である「ハートフルアート展」、 

「愛護ギャラリー展」そして、私たち身体障害者福祉会が主催する 

「静岡県障害者文化作品展」の作品を集めたアート作品展コーナー 

も設けられ、本会からは、昨年、絵画部門の最優秀賞に輝いた 

熱海市の平野直道さんの作品「平林寺の紅葉」と、一昨年同じく 

絵画部門で最優秀賞を受賞した袋井市の鈴木昇七さんの作品 

「竹と彼岸花」の２点を展示させていただきました。 

 ステージ発表では、身体障害者福祉センターの利用団体である 

『Angel』の皆さんが今年も参加してくださり、演奏で会場を盛り上げ 

てくれました。 

２ 



最優秀賞を受賞した菊川市の竹田 和彦さん 

優勝の三島市Ａチーム ▶ 

第１１回 静岡県身体障害者フライングディスク大会 

日 時：平成２８年１１月２６日（土） ９：３０～１４：３０ 

場 所：静岡市中央体育館 第一アリーナ  

主 催：静岡県身体障害者福祉会 

後 援：静岡県、静岡県障害者スポーツ協会 

協 力：しずおか障がい者フライングディスク協会 

     静岡福祉大学他 ボランティア 

参 加：東部１０チーム 中部１２チーム 西部７チーム 

浜松５チーム   合計３４チーム 

 

静岡市中央体育館は、会場が広く気分的にも落ち着いた雰囲気の中プレーすることが出来る為、選手の皆さん

も日ごろの成果を存分に発揮することが出来たのではないでしょうか。今回の優勝は、三島市Ａチームでした。 

結果は、下記の通りです。詳細は、ＨＰ（http://www.e-switch.jp/shizuoka-shinsyo/）をご覧ください。 

【団体戦】                                        【個人戦】 

順位 チーム名 1回目 2回目 3回目 合計  順位 チーム名 氏名 

優 勝 三島市Ａ ４９ ４４ ４８ １４１  第１位 静岡市 A 桜井 弘治 

準優勝 掛川市Ａ ４３ ４３ ４９ １３５  第２位 浜松市舞阪雄踏 渥美弥壽男 

第３位 裾野市Ａ ４４ ４７ ４３ １３４  第３位 裾野市 A 長谷川 浩 

第４位 焼津市Ａ ４２ ４６ ４０ １２８     

第５位 菊川市 ４５ ４１ ４２ １２８     

 

第３１回 静岡県身体障害者うたの広場 

日 時：平成２８年１２月１６日（金）１０：００～１５：１５ 

場 所：県総合社会福祉会館 ７階 ７０３会議室 

参加者：出演者４０名 ゲスト歌唱２名 

      応援・付添・アトラクション出演者等５３名 計９５名 

今年も、年の瀬の恒例行事「うたの広場」が開催され、40名の 

参加者が日頃の練習の成果を発揮し、美声を披露しました。 

昼休みのアトラクションでは、大正琴アンサンブル My-meが 

登場！この時季にぴったりのクリスマスソングや歌謡曲など様々 

な曲が演奏され、４つのパートが織りなすダイナミックな音色に合 

わせ、参加者は楽しそうに口ずさんでいました。 

最優秀賞 菊川市 竹田 和彦 『細雪』   

優秀賞 藤枝市 磯部 和代 『湯島天神おんな坂』 努力賞 浜北 松本 くみ子 『五山の送り火』 

（３名） 島田市 中村 静江 『白い海峡』 （５名） 島田市 秋元 節子 『南部蝉しぐれ』 

 浜松市 山下 国昵 『しぐれ傘』  熱海市 加藤 好一 『再愛』 

     浜北 鈴木 正明 『母きずな』 

熱演賞 長泉町 上杉 ミツ 『桑港のチャイナ街』  掛川市 松浦 一郎 『満天の星』 

（３名） 長泉町 加藤 信吾 『あかね雲』     

 長泉町 沼田 好策 『南部蝉しぐれ』     

３ 



 

書き損じの年賀状ありませんか？ 福祉会では 書き損じハガキ・使用済み切手を集めています！ 

 

静岡県身体障害者福祉会では、年賀状・かもめーる・書き損じ等の未使用（未投函）のハガキ、

使用済み切手を集めています。（※配達済みのハガキ・切手の貼られていない絵葉書は対象外

になります。） 

 皆様からいただいたハガキ・使用済み切手は、身体障害者の社会参加のための活動に活用さ

せていただきます。古いものでも、１枚からでも結構ですので、お手元にありましたらご協力をお

願いします。 

 ※プライバシーや個人情報の取り扱いには十分留意いたします。 

 ※使用済み切手は、切手のまわり５ミリ～１センチ程度の余白を残して切り取ってください。 

 ※ご寄付いただいたハガキ・切手をできるだけ活動に役立てるため、お礼状の送付はいたして 

おりません。ご理解くださいますようお願い申し上げます。 

＜お問い合わせ・送付先＞ 

社会福祉法人 静岡県身体障害者福祉会 

〒420-0856 静岡市葵区駿府町 1-70 静岡県総合社会福祉会館５階 

電話：054-252-7829  FAX：054-255-2011 

 

 

 

 

行事名 開催日 会場 

第３１回静岡県身体障害者 

囲碁・将棋・オセロ大会 
1/２１（土） 県総合社会福祉会館 

平成２８年度 スポーツ部会 １/２６（木） 県総合社会福祉会館 

平成２８年度 安全運転部会 １/３１（火） 県総合社会福祉会館 

平成２８年度 文化部会 １/３１（火） 県総合社会福祉会館 

第１３回静岡県身体障害者ボウリング大会 ２/４（土） ヤングランドボウル 

平成２８年度 第３回理事会 ２/１７（金） 県総合社会福祉会館 

平成２８年度静岡県 

身体障害者相談員連絡協議会第２回役員会 
２/１７（金） 県総合社会福祉会館 

第２５回静岡県身体障害者 

グラウンド・ゴルフクラブ交流大会 

２/１９（日） 

予備日２/２６（日） 
日本平運動公園 多目的広場 

平成２８年度 

第４回理事会・第３回評議員会 
３/２２（水） 県総合社会福祉会館 

４ 

１月～３月の行事予定 


