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新年度に向けて 
 

常務理事兼事務局長  飯塚 進 
 

 

 

福祉会を取り巻く環境はますます厳しさを増していますが、去る３月２２日に、理事会及び評

議員会が開催され、平成２９年度事業計画が決定しましたのでその概要を説明します。 

まず、取り巻く環境ですが、①昨年４月から障害者差別解消法が施行し、この３月には県議

会において障害者差別解消推進条例が可決されました。②社会福祉法人制度改革に伴い、新

しい権限や機能をもった評議員会、理事会がいよいよ４月から動き出します。③３月末をもって

浜松市身体障害者福祉協議会が退会するとともに、静岡県から委託を受けていた中部障害者

マルチメディア情報センターが廃止され、財政的に大きな影響を受けます。④会員の減少が止

まらず、５年前と比べほぼ半減し、平成２８年度調査では会員が４，６１４人となっています。 

 このようなことから、平成２９年度は多方面にわたり見直しを行うことになりました。まず、負担

金・助成金関係ですが、平成２９年度は前年度比で４０万円減額し、３２０万円を構成団体に負

担していただきます。また、従来のブロック助成金を構成団体助成金に組み替えることにしまし

た。これにより、各ブロックは構成団体から負担金をお願いすることになりますので、構成団体

は身近なブロックの負担金の使途に一層関心が向き、ブロック役員はより丁寧に説明責任が必

要になるものと考えています。 

 次に、事業の見直しですが、財政的かつ人的影響から、これまでどおりの事業の実施は困難

であり、グラウンド・ゴルフ大会の団体戦を廃止するほか、福祉会が開催する相談員研修会は１

回限りとし、福祉大会と同日に開催します。また、県相談員連絡協議会を廃止し、相談部がその

機能を継承します。 

 一方、組織の衰退の対策として、会長及び関係地域のブロック長が中心となり退会した団体

に再加入を働きかけていく予定ですが、会員団体においても、隣り合う退会団体に対し、是非再

加入を呼びかけていただきますようお願いいたします。 
 

 

  

長い間 お世話になりました！ 
この度、３月３１日をもちまして身体障害者福祉会を退職することとなりました。 

在職中は、皆様には大変お世話になりました。多くの方にご指導いただき充実した日々を送ること 

ができました。 ありがとうございました。  

香川 澄江 
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優勝 静岡市 Aチーム 

第３１回 静岡県身体障害者囲碁・将棋・オセロ大会 

日 時：平成２９年１月２１日（土） １０：００～１５：００ 

場 所：県総合社会福祉会館 ５階集会室・生活訓練室・音楽室 

参加者：３４人 （囲碁６人 将棋１０人 オセロ７人 その他１１人） 

囲碁・将棋・オセロ大会では、これまで勝敗に応じて賞品を授与していましたが、今回から全勝者のみ賞状と賞

品がもらえることになりました。超豪華賞品（今回はなんと！オーブントースター?!）をかけ、いずれの会場も白熱し

た対局が繰り広げられていました。来年は皆さんにもチャンスがあるかもしれません。ご参加お待ちしています。 

全勝者は以下のとおりです。おめでとうございました。 

囲碁の部 将棋の部 オセロの部 

枝村 和秋 吉田町  高本 恒重 沼津市  兼子 とみ江 浜松市  

倉橋 千弘  浜松市  松島 義男 磐田市     

   笠井 規隆 静岡市     

 

 

 

 

 

 

 

 

第１３回 静岡県身体障害者ボウリング大会 

日 時：平成２９年２月４日（土） ９：００～１１：３０ 

会 場：狐ヶ崎ヤングランドボウル 

参加チーム：東部６チーム・中部１０チーム・西部３チーム・浜松２チーム 

合計２２チーム （三島市 Bチームは、個人戦のみ参加） 

ボウリングは、年々出場団体チームが減っていますが、東部・中部 

ブロックでは、まだまだ人気のあるスポーツです。焼津市では、91歳 

で参加されている方もおり 1ゲーム目は、117 とストライクやスペアも 

出し周囲の方々を驚かせていました。又、今回男子個人優勝の焼津 

市佐藤充さんは、今年度すべてのスポーツ大会で表彰台に上がり 

素晴らしい成績を修めました。おめでとうございました。 

さて、今回の優勝も静岡市 A チームでした。おめでとうございます！詳細については、ホームページをご覧くださ

い。（http://www.e-switch.jp/shizuoka-shinsyo/） 

団体戦  1チーム 4人 2ゲーム 

優勝 静岡市 A 1,271 準優勝 藤枝市Ａ 1,214 第 3位 浜松市Ａ 1,213 

個人戦 

 

 

 

 

女子順位 点数 チーム名 氏名 

第 1位 351  藤枝市Ａ 谷下 厚子 

第 2位 345  浜松市Ａ 矢吹 千恵子 

第 3位 275  浜松市Ａ 原田 直子 

男子順位 点数 チーム名 氏名 

第 1位 375  焼津市Ａ 佐藤 充 

第 2位 365  熱海市 岩瀬 輝美 

第 3位 355  静岡市Ａ 福島 邦夫 
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研修会の様子 

♪交通安全ズンドコ節でリフレッシュ!! 

講師を務めた三村中部ブロック相談部長 

身体障害者相談員自主研修会が開催されました！ 

日 時：平成２８年１０月４日（火） １０：３０～１５：００ 

場 所：裾野市生涯学習センター 

 前段の体験発表では、相談員を代表して加藤 朝久さん（御殿場市）、 

勝又 良子さん（長泉町）、松本 夛吉東部ブロック長（裾野市）の３名が 

自身の体験や相談場面で気づいたことなどについて発表しました。 

 後段は、裾野市にある東名裾野病院院長の木本 紀代子先生を講師 

にお招きして、「糖尿病になるとどうなるの？透析ってなに？」と題して 

ご講演をいただきました。 

 講演ではまず、リーフレットを使って糖尿病になるメカニズムを解説し 

たうえで、糖尿病によって引き起こされる視力障害や腎臓機能の障害 

などの合併症こそ注意が必要であること、また、それによって腎機能が 

低下すると透析が必要になることなどの話がありました。医師である講師から透析療法の様子も聞くことができ、 

あらためて早期治療の重要性を強く感しました。 

 

日 時：平成２９年１月２４日（火） １０：００～１５：００ 

場 所：袋井市豊沢ふれあい会館 １階多目的ホール 

 研修のひとつめは、「障害者差別解消法に係る当事者体験発表」と 

いうことで、静岡県聴覚障害者協会の小倉 健太郎事務局長、相談員 

の伊藤 定善さん（磐田市）、戸川 紀生さん（掛川市）からそれぞれの 

障害特性を踏まえたお話を聞きました。 

 ふたつめには、袋井警察署の署員から、オレオレ詐欺や還付金詐欺 

などに代表される振り込め詐欺にあわないための防犯のお話と、最近 

急増している運転操作ミスによる事故や高齢者の事故についての交通 

安全講話があり、最後には、ともりあ朗読の会「ぬくもり」のみなさんに 

よる「全国身体障害者相談員活動事例集の朗読」と盛りだくさんの内容 

で行われました。様々に趣向を凝らし、工夫された研修内容に、参加者のみなさんも最後まで集中力を欠くことなく 

熱心に聞き入っている様子でした。 

 

日 時：平成２９年２月１２日（日） ９：３０～１２：００ 

場 所：島田市プラザおおるり ３階第３多目的室 

 今回の研修では、「新規会員加入の促進～どのようにしたら新規会員 

をふやせるのか～」をテーマに、三村 文次中部ブロック相談部長が講師 

となって講演を行いました。 

会員の高齢化が進み、会員は減少、個人情報保護の観点から以前の 

ように新規会員の勧誘も難しくなり、新しい会員もなかなか増えない現状 

は、中部ブロックに限らず、どの市町の身体障害者福祉会も抱えている 

共通の課題です。山積しているこれらの課題を、果たしてそのままにして 

おいてよいのか。 

 各市町の福祉会の中核をなす身体障害者相談員の皆さんに何が出来 

るのか、これからの福祉会のため、会員を増やしていくためにひとりひとりがやれることを考え、取り組んでいこうと

いう熱のこもった講義に参加者も感じるところがあったようでした。 

３ 

東部ブロック 

西部ブロック 

中部ブロック 



選手宣誓 島田市 斉藤充史さん 

 

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 

日時：平成 29 年 2 月 19日（日） ９：３０～１２：００ 

場所：日本平運動公園 多目的広場      参加者：７９人 

交流会当日は、風もなく穏やかなお天気でまさしくグラウンド・ゴルフ 

日和！！和気あいあいとした雰囲気が、いごこちの良さを感じさせてく 

れます。会員の皆さんの事務局へのやさしい気遣いにもいつも感謝し 

ております。結果は、下記の通りです。詳細は、HPをご覧ください。 

29 年度の第 1 回目の交流大会は、4 月 22日（土）会場は、三保真 

崎グラウンドゴルフ場を予定しております。多くの皆さまのご参加お待 

ちしております。 

【結果】 （HP：http://www.e-switch.jp/shizuoka-shinsyo/） 

 

 

 

 

 

【男子】 順位 市町名 氏名 スコア 【女子】 順位 市町名 氏名 スコア 

 1 焼津市 薮崎 彰吾 46  1 吉田町 増田タツ江 48 

 2 御前崎市 森下 秋男 47  2 島田市 後藤 光恵 51 

 3 掛川市 水島 武雄 49  3 掛川市 若林せつ子 51 

 4 菊川市 落合雄一郎 49  4 御前崎市 栗林はつ江 52 

 5 吉田町 山田征支郎 49  5 島田市 塚本ふでこ 52 

行事名 開催日 会場 

第２６回静岡県身体障害者 

グラウンド・ゴルフクラブ交流大会 

４/２２（土） 

予備日４/２３（日） 
三保真崎グラウンド・ゴルフ場 

第１０回静岡県身体障害者 

グラウンド・ゴルフ大会（個人戦） 

５/２７（土） 

予備日５/２８（日） 
草薙総合運動場 補助競技場 

第６２回日本身体障害者福祉大会 ５/３０（火）～３１（木） 岐阜メモリアルセンター 

平成２９年度 第１回理事会 ６/５（月） 県総合社会福祉会館 

日身連関東甲信越静ブロック 

春季団体長会議 
６/１５（木）〜１６（金） さいたま市 

第６回エンジョイライフ 

視覚障害者卓球大会 
６/１７（土） 県総合社会福祉会館 

平成２９年度 定時評議員会 ６/２１（水） 県総合社会福祉会館 

４ 

４月～６月の行事予定 


