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第５９回静岡県身体障害者福祉大会を開催しました！ 

 日 時 ： 平成２９年９月８日（金）１０：３０～１２：００ 

 会 場 ： 県総合社会福祉会館 ７階 ７０３会議室 

今年は、川勝平太知事や杉山盛雄県議会議長をはじめとする来賓の皆様をお迎えして、いつにも増して盛大

に福祉大会を開催することができました。 

今大会の栄えある受賞者は以下のとおりです。（敬称略） 皆様、おめでとうございました。 

◆県知事功労表彰贈呈者（１名）県段階の社会福祉関係団体の理事以上の職に１０年以上在職した者 

・松本 夛吉 （裾野市）   

◆県知事褒賞贈呈者（１名）身体障害者相談員２０年以上の在職者 

・吉川 明彦 （三島市）   

◆会長一般団体・個人感謝状贈呈者（１団体・個人２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 

・医道の日本点訳グループ （静岡県視覚障害者情報支援センター） 

・河合 容子 （静岡県視覚障害者情報支援センター） 

・長尾 明広 （御前崎市）   

◆会長県、市町その他関係機関感謝状贈呈者（２名） 

県、市町その他関係機関において、引き続き５年又は通算して７年以上にわたり身体障害者福祉事業に従事し、

功績顕著な者 
・椋梨 明彦（静岡県静鈴会） ・伊藤 智香 （島田市職員）  

◆会長特別感謝状贈呈者（４名）前年度に各郡市町会長を退職し、その功績顕著な者 

・加藤 績 （函南町） ・酒井 鍵治 （下田市） ・大庭 雄樹 （三島市） 

・八木 省 （菊川市）   

◆会長功労表彰状贈呈者（７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 

・梅田 義久 （下田市） ・古川 悦通 （藤枝市） ・尾崎 みどり （島田市） 

・西下 ちょう （牧之原市） ・長谷川 満彦 （菊川市） ・小木 秀市 （磐田市） 

・大庭 廣夫 （磐田市）   

◆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 

・柿島 祐子 （函南町） ・高橋 功 （熱海市） ・川井 英雄 （三島市） 

・井田 美也 （藤枝市） ・大塚 春雄 （島田市） ・益田 治寿 （吉田町） 

・永田 一郎 （菊川市） ・長沼 登美子 （袋井市） ・松島 つや子 （磐田市） 

・水野 秋代 （磐田市）     
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駿府ウエイブの大木 勝敏 氏 

研修会場の様子 

講師の近藤 洋二氏 

大勢の方々が参加してくださいました 

平成２９年度 身体障害者相談員研修会を開催しました 

日 時：平成２９年９月８日（金） １３：００～１４：１５ 

場 所：県総合社会福祉会館 ７階 ７０３会議室 

参加者：身体障害者相談員 １４１名（東部：５８名・中部：４３名 

西部：４０名） その他 ５８名        計 １９９名 

 身体障害者福祉会ではこれまで、６月にブロックごと３会場 

で身体障害者相談員研修会を行ってきましたが、事業見直し 

の一環として、今年度より、年に１回、県内の相談員が一堂に 

会して研修会を開催することになりました。 

 その記念すべき第１回目となる今回は、豊橋市社会福祉協 

議会心配ごと相談所・常任相談員の近藤 洋二氏を講師に迎 

え、「笑顔で健康」というテーマで講演をしていただきました。 

講演では、“笑い”が免疫細胞を活性化させ、糖尿病患者の 

血糖値低下やリウマチ患者の痛みの軽減、ガンへの免疫力ア 

ップにも効果があったと実験データを交えて紹介されました。 

 また、前向きな思考も脳に良い刺激を与えるといい、作り笑 

いでも免疫細胞が活性されるという話にはとても驚きました。 

高座歴５０年という講師とあって、合間に小噺をはさみながら 

テンポ良く進んでいくお話に、会場は終始笑いに包まれていま 

した。参加した皆さんの免疫力もアップしたかもしれませんね。 

 

福祉センターで初の試み “しずおか知
し

っ得
とく

 講座”を開催 

日 時：平成２９年７月１８日（火） １０：００～１３：００ 

場 所：県総合社会福祉会館 ５階 集会室 

 身体障害者福祉センターが行う社会生活適応訓練事業の 

ひとつとして、今回は、「静岡の歴史」と「静岡の食」の両方を 

知って得してしまおうという企画、名付けて“しずおか知っ得 

講座”を開催しました。 

 普段、何気なく訪れているシズウエルの周辺には、歴史情 

緒あふれる名所や旧跡がいっぱいです。この日は、静岡市 

内で観光案内をする観光ボランティアガイド・駿府ウエイブの 

大木 勝敏氏をお招きして、駿府城や静岡浅間神社の話を 

聞かせていただき、まるで歴史探訪でもしているかのような 

気分を味わいました。 

 歴史の話を聞いた後は、お待ちかねの「静岡の食」です。 

 今回、皆さんに召し上がっていただいたのは、JA静岡市女 

性部販売所アグリロード美和が作る“生消菜言（せいしょうな 

ごん）弁当”静岡県で初めて農林水産大臣賞を受賞したこの 

お弁当は、美和地域に昔から伝わる代表的な総菜が盛り込 

まれ、旬の地場産品を使い、素材の味を活かした上品な味わ 

いで、参加者にも大変好評でした。 
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アイマスクを着けてチャレンジ!! 

講演をする渡部 伸 氏 

パネルディスカッションの様子 

竹細工の体験コーナーも来場者で賑わいました 

第１８回 日身連関東甲信越静ブロック身体障害者相談員研修会 

日 時：平成２９年７月２１日（金） １３：００～１６：１５ 

場 所：山梨県立図書館 ２階 多目的ホール 

 日身連の関東甲信越静ブロックの加盟団体が年に１度、 

持ち回りで実施している「身体障害者相談員研修会」が、 

今年度は山梨県甲府市で開催され、竹河十九巳さん（東 

部）、三村文次さん（中部）、松井伸逸さん（西部）、事務局・ 

服部の４名で出席してきました。 

 研修会の前段は、渡部行政書士事務所の代表で「親な 

きあと」相談室主宰の渡部 伸氏による「障害のある子が 

親なきあとに お金で困らないために」と題した講演があり、 

自身も知的障害の子をもつ親という立場で、親なきあとの 

お金の問題、住まいの問題、そして、支援者の確保という 

３点について話がありました。 

 後段では、「親なきあとの自立を考える」をテーマにパネ 

ルディスカッションが行われ、精神障害の方、知的障害の 

方、筋ジストロフィーの方をお子さんにもつ３名がパネリス 

トなり、日々の生活の様子や子どもの自立を考えた時の不 

安について語りました。親なきあとのその前に、親の介護 

等新たな課題もあるという話は非常に考えさせられました。 

 

県民の日協賛イベント“フェスタシズウエル２０１７” 

日 時：平成２９年８月１９日（土）１０：００～１５：００ 

場 所：県総合社会福祉会館 全館 

 毎年、『県民の日』のイベントとして開催されている“フェ 

スタシズウエル２０１７”が、上記の日程で行われ、私たち 

身体障害者福祉会も、サウンドテーブルテニスの体験と 

竹細工作りの体験で参加しました。 

 サウンドテーブルテニスは、まずは、目で見てボールを 

追い、感覚がつかめるようになったところでアイマスクを 

着け、実際に視覚障害者の選手とラリーに挑戦していま 

した。 

 一方、竹細工作りの体験コーナーでは、今年は、うぐい 

すの鳴き声のような音が出る「うぐいす笛」や、細く裂いた 

竹を編んで作る「竹カゴの小物入れ」、竹の骨組みに和紙 

の羽根を貼って完成させる「かざぐるま」の３種類から作り 

たいものを選ぶことができ、小学生くらいのお子さんから 

大人まで、思い思いに楽しんで作っていました。 

 館内では他にも、様々な催し物が行われ、多くの来場者 

で賑わいました。当日、ご来場いただきました皆さま、どう 

もありがとうございました。 
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毎年、好評をいただいております福祉センター”ミニコンサート”も、今年で３回目になりました♪

穏やかな秋の日、普段ではなかなか聴くことのできないバイオリンやピアノ、フルートの生の演奏

をぜひお楽しみください。みなさまのお越しをお待ちしています！ 

 日  時  平成２９年１０月１７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◆ 

♪ガボット  ♪思い出  ♪嘆きのセレナーデ  ♪ハンガリー舞曲  他 

        ◆ピアノの演奏◆ 

♪革命   ♪紡ぎ歌   ♪夜想曲２番   ♪軍隊ポロネーズ  他 

        ◆フルートの演奏◆ 

♪庭の千草  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。 

 

 

 

行事名 開催日 会場 

関東甲信越静ブロック秋季代表者会議 １０/１１（水） ホテル日航成田（千葉県） 

第３５回静岡県身体障害者 

自動車安全運転教室 
１０/１５（日） 静岡県自動車学校 浜松校 

関東甲信越静ブロック合同「友愛の集い」 １０/２１（土） ホテルアソシア静岡（静岡市） 

第１８回全国障害者スポーツ大会 

えひめ大会 
１０/２８（土）～３０（月） 愛媛県 

平成２９年度静岡県障害者芸術祭 １１/１１（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４３回静岡県障害者文化作品展 
１１/１６（木）～２１（火） 県総合社会福祉会館 

第１２回静岡県身体障害者 

フライングディスク大会 
１１/２５（土） 静岡市中央体育館 

第３２回静岡県身体障害者うたの広場 １２/１５（金） 県総合社会福祉会館 

楽しい！  

１０月～１２月の行事予定 
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