
最優秀賞に輝いた浜松市浜北の藤井 桃代さん 

昼のアトラクション コカリナコンサート 
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日 時：平成２９年１２月１５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４８名 ゲスト歌唱２名 

      応援・付添・アトラクション出演者等５２名 計１０２名 

 

 日本の年末は「NHK紅白歌合戦」、身体障害者福祉会の年末は 

「うたの広場」と、岩瀬会長のあいさつにもあった通り、今年の最後 

を締めくくる暮れの恒例行事「第３２回静岡県身体障害者うたの広 

場」が上記の日程で開催され、今年も多くの歌声自慢が集まって、 

その美声を披露しました。 

 昼休みのアトラクションでは、小杉豊さん・政実さんご夫妻による 

“コカリナコンサート”を開催しました。コカリナとは、ハンガリーの民 

族楽器をもとに日本で作られた木製の楽器で、木の温かみを感じ 

られる優しい音色が特徴です。この日は、『夜明けのスキャット』、 

『北の国から』など、全８曲を演奏していただきました。 

また、出場者の歌唱の後には、昨年と一昨年の最優秀賞受賞者 

である菊川市の竹田和彦さん、島田市の安藤晴代さんによるゲスト 

歌唱もあり、おふたりとも王者の貫禄を見せつけていました。 

 以下は、栄えある入賞者の皆さんです。おめでとうございました！  

最優秀賞 浜松市浜北 藤井 桃代 『千の風になって』   

優秀賞 焼津市 髙橋 秀子 『感謝状～母へのメッセージ～』 努力賞 三島市 高田 洋一 『おまえに』 

（３名） 浜松市 篠原 浩子 『東京だョおっ母さん』 （５名） 島田市 中村 静江 『白い海峡』 

 袋井市 石黒 正男 『みれん舟』  浜北 鈴木 正明 『男の絶唱』 

     裾野市 髙村 れい子 『父娘鷹』 

熱演賞 菊川市 永田 一郎 『男の勝負』  焼津市 大石 勝  『ゆりかもめの町』 

（３名） 三島市 西川 栄吉 『イヨマンテの夜』     

 長泉町 杉山高司・勝又良子 『麦畑』     
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優勝 三島市Ａチーム 

素晴らしい演奏に聴き入る参加者 

第１２回 静岡県身体障害者フライングディスク大会 

日 時：平成２９年１１月２５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・中部・西部の各ブロック・浜松市の予選大会 

において選抜された３２チーム 

（３チームは、個人戦のみ参加）   合計１７３人 

フライングディスクは、今年で 12回目を迎えました。年々皆さんの技術が上がっている事に驚かされます。フライ

ングディスクは、リハビリにも効果的ということで熱心に取り組まれる方も多くいらっしゃいます。日頃、スポーツをす

ることのない方でも比較的簡単に取り組むことが出来るスポーツです。是非、まだやったことのない方は、チャレン

ジしてみてください。今年度も三島市Ａチームが優勝しました。おめでとうございます。 

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 ５０ ４７ ４５ １４２  第１位 菊川市Ａ 山田 正臣 

準優勝 菊川市Ａ ４３ ４５ ４１ １２９  第２位 静岡市 B 櫻井 弘治 

第３位 藤枝市Ａ ４４ ４０ ４４ １２８  第３位 藤枝市Ａ 磯部 勝弘 

第４位 浜松市 ４０ ４３ ４４ １２７     

第５位 掛川市Ａ ４０ ４３ ４３ １２６     

 

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２９年１０月１７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 ２３名 演奏者 ２名 進行 １名 

福祉会職員 ２名           計２８名 

 このコンサートは、身体障害者福祉センターが行う社会生活 

適応訓練事業として実施しているもので、早いもので今回３回 

目の開催となりました。 

 すっかりおなじみとなったバイオリンの前島正澄さん、ピアノ 

とフルートを聴かせてくれる高橋一泰さんをお迎えして、福祉 

センター音楽教室講師の大川義春先生の軽妙な進行のもと、 

演奏を聴いたり、合間に参加者で歌ったりしながら、ゆったりとした気分で音楽を楽しみました。 

 参加者の皆さんの口コミのおかげもあって、当日は２０名を超える大勢の参加者にお集まりいただき、大変活気

のあるコンサートになりました。皆さんからいただいたアンケートには、「音楽を聴いて楽しい気分になり、声を出す

ことで自分が元気になり、大変良かった。」「どの曲も心癒されるよい曲ばかりでした。」など、好評の声がたくさん寄

せられ、普段なかなか聴くことのできない生の演奏に、参加者も大変感動している様子でした。「来年も是非！」と

いう声も多く聞かれ、次年度以降も、皆さんに元気を届けられるような楽しいコンサートを続けていければいいなと

思いました。 

２ 



身体障害者福祉センターのスポーツ・レクリエーション事業に参加しませんか 

 

 

福祉センターが行うスポーツ・レクリエーション指導のひとつとして、今回、カローリングの体験

会を開催することになりました。 

カローリングは、簡単なルールと使いやすい用具で、特別な技術も力も必要としないので、子

供から高齢者まで年齢、性別、体力に関係なく、手軽に楽しめるスポーツです。 

 

日  時  平成３０年２月６日（火） １０：００～１２：００（受付は９：３０） 

会  場  静岡県総合社会福祉会館 ６階 体育館 

参加費  無料  

日  程  １０：００  開会・あいさつ 

        １０：０５  準備体操 

        １０：１０  カローリングのルールについて説明 

        １０：３０  体験（練習） 

        １１：００  チームを作って実際にゲーム 

        １２：００  終了（予定） 

その他  体が動かしやすく、あたたかい服装でお越しください。 

        ※体育館フロア内は土足禁止です。体育館シューズをお持ちください。 

申込み  人数把握のため、事前申し込みをお願いします。(電話での申し込みも可) 

      福祉センター（０５４－２５２－７８２９）までお問い合わせください。 

 

カローリングって どんなスポーツなの?? 

カローリングとは、氷上で行うカーリングをフロアで手軽にできるよう考えられた新しいスポーツです。１チーム 

３名で、２チームの対抗戦で行います。各チーム１人２個、計６個のジェットローラーを交互に投球し、ポイント 

ゾーンに入っているジェットローラーの得点を競います。 

 

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 

３ 



第３２回障害者による書道・写真全国コンテストの入賞者が発表されました 

今年は、書道作品１３点・写真３点の計１６点を出品し、応募総数１，００５点（書道８０１点、写

真２０４点）の中から、静岡市の杉本ナオ子さんが書道部門の金賞に、袋井市の石川博彬さんが

写真部門の銀賞に輝きました！おめでとうございました!! 

 

 

 

 

 書道部門 金賞                       写真部門 銀賞 

 『遊魚動緑荷』                        『塗顔の母娘』 

 杉本 ナオ子 さん                      石川 博彬 さん 

 

 

 

行事名 開催日 会場 

第３２回静岡県身体障害者 

囲碁・将棋・オセロ大会 
1/１３（土） 県総合社会福祉会館 

西部ブロック 

身体障害者相談員自主研修会 
１/２５（木） 豊田福祉センター（磐田市） 

平成２９年度 スポーツ部会 １/２６（金） 県総合社会福祉会館 

平成２９年度 安全運転部会 １/２６（金） 県総合社会福祉会館 

平成２９年度 文化部会 １/２６（金） 県総合社会福祉会館 

東部ブロック 

身体障害者相談員自主研修会 
１/３０（火） 函南町保健福祉センター 

第１４回静岡県身体障害者ボウリング大会 ２/３（土） ヤングランドボウル 

中部ブロック 

身体障害者相談員自主研修会 
２/１２（月） プラザおおるり（島田市） 

平成２９年度 相談部会 ２/１９（月） 県総合社会福祉会館 

第２７回静岡県身体障害者 

グラウンド・ゴルフクラブ交流大会 

２/２４（土） 

予備日２/２５（日） 
三保真崎グラウンド・ゴルフ場 

平成２９年度 収益事業部会 ３/１４（水） 県総合社会福祉会館 

平成２９年度 第３回理事会 ３/２２（木） 県総合社会福祉会館 

４ 

１月～３月の行事予定 


