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第６０回静岡県身体障害者福祉大会を開催しました！ 

 日 時 ： 平成３０年９月７日（金）１０：３０～１２：００ 

 会 場 ： 静岡市民文化会館 中ホール 

川勝平太知事をはじめとする多くのご来賓の皆様をお迎えし、第６０回という節目となる身体障害者福祉大会

を開催しました。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 

・菅沼 武彦 （湖西市）   

◆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 

・磯部 勝弘 （藤枝市）  ・前田 洋子 （三島市）  

身体障害者の自立更生者 

・坂口 公子 （熱海市）   

◆会長一般団体・個人感謝状贈呈者（個人４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 

・松澤 ヨシ子 （清水町）  ・赤堀 信夫 （藤枝市）  

・大草 寛子 （静岡県視覚障害者情報支援センター） 

・沖田 裕子 （静岡県視覚障害者情報支援センター） 

◆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 
・岡崎 勝弘（静岡県静鈴会） ・寺田 和江 （日本オストミー協会静岡県支部） 

◆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 

・故村松 國男 （吉田町） ・松浦 晴彦 （牧之原市）  

◆会長功労表彰状贈呈者（６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 

・飯田 玲子 （河津町） ・池田 美江 （伊東市） ・中澤 雪枝 （藤枝市） 

・黒田 泰子 （牧之原市） ・高橋 廣行 （磐田市） ・伊藤 定善 （磐田市） 

◆会長自立更生表彰状贈呈者（１２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 

・古川 文夫 （河津町） ・四條 富美 （函南町） ・水口 和子 （熱海市） 

・福田 弘樹 （三島市） ・川口 信子 （焼津市） ・谷下 厚子 （藤枝市） 

・園田 文子 （島田市） ・庄司 秀子 （吉田町） ・青野 幸子 （菊川市） 

・名倉 秀幸 （袋井市） ・松島 義男 （磐田市） ・橋本 進 （磐田市）   
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舞台上の様子 

講師は 講談師の神田 織音さん 

岩瀬 輝美会長 の挨拶 

午前の講師 中村 詩郎 下田警察署交通課長 

 

 

 

講談で学ぶ 成年後見制度 平成３０年度身体障害者相談員研修会を盛大に開催しました！ 

日 時：平成３０年９月７日（金） １３：００～１４：１５ 

場 所：静岡市民文化会館 中ホール 

参加者：身体障害者相談員 １７９名（東部：５８名・中部：７６名 

西部：４５名） その他 １４９名        計 ３２８名 

 静岡県身体障害者福祉大会と同日の開催となってから２回 

目となる今回の身体障害者相談員研修会は、福祉大会が、 

第６０回の節目を迎えるということで、いつもの会場を飛び出し 

静岡市民文化会館中ホールにおいて、盛大に開催されました。 

 講師には、講談師の神田織音さんをお招きし、「講談で学ぶ 

成年後見制度」と題して、実際に起こった事例をもとにした３つ 

のお話を聞かせていただきました。 

 口演は、まず、ご自身の家族のお話から入り、本題の成年後 

見制度の講談へとテンポよく進んでいきました。 

 ある時は老婦人、またある時は悪徳リフォーム業者と様々に 

声色を変え、その出来事がまるで“今”、“ここで”起こっている 

かのような感覚になってしまう話芸に、会場はどんどん惹きこ 

まれていく様子でした。 

 一見すると難しそうな成年後見制度も、楽しく学ぶことができ 

たのではないでしょうか。 

 

下田の地で 東部ブロック主催身体障害者相談員研修会を開催 

日 時：平成３０年７月２６日（木） １０：３０～１４：３０ 

場 所：下田市民文化会館 小ホール 

① 「交通事故概要について」 

下田警察署交通課 課長 中村 詩郎 氏 

② 「障害者福祉の現状と手話言語条例について」 

静岡県賀茂健康福祉センター福祉部福祉課 主事 後藤 悠 氏  

③ 「障害者総合支援法の改正について」 

静岡県健康福祉部 障害者政策課 主事 辻村 滋 氏 

④ 「障害者の消費者被害の防止について 

静岡県賀茂広域消費生活センター 所長 野毛 勉 氏 

 ３ブロックの先頭を切って、東部ブロックが上記のとおり身体 

障害者相談員研修会を開催しました。 

 午前に行われた講演では、実際にあった事故のドライブレコ 

―ダ―映像を見ながら、横断歩道上でも大きな交差点や雨の 

日、夜間などでは歩行者や自転車が認識しにくく、事故が多く 

発生していることが説明されました。 

 また、県警が進めている障害者（高齢者）用信号機の普及に 

ついても紹介され、参加者からは歩行者用信号の青信号の時 

間が短すぎるといった意見などが出されていました。 
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お抹茶こんどうの近藤 雄介さん 

キユーピー㈱の飛田 昌男さん 

毎回、大好評の福祉センター“ミニコンサート”を、今年も下記の日程で開催します♪ 

すっかりおなじみになりました前島さんの重厚なバイオリン、独学とは思えない高橋さんのピアノ、

そして、大川先生の軽妙なおしゃべり（!?）をたっぷりお楽しみください。 

 会場にお越しのみなさんも、大いに歌いましょう♪みなさんのご参加、お待ちしています!! 

 

“楽しく食べて健康に！”テーマに 福祉センターで「食」の講演会 

日 時：平成３０年７月１７日（火） １０：００～１２：００ 

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実施している社会生活適応訓練 

事業として、「食」の講演会～楽しく食べて健康に！～を開催 

しました。 

 前段は、静岡市内で、静岡ならではのおいしいものや季節 

の料理が味わえるお店“お抹茶こんどう”を営み、日本茶イン 

ストラクターの資格も持つ近藤雄介さんを講師に、浅蒸し茶 

と深蒸し茶を飲み比べ、その違いについて話を聞きました。 

 次に後段では、「楽しく食べて健康に！」というテーマで、 

キユーピー㈱の飛田昌男さんにご講演をいただきました。 

 メタボへの対策として粗食が良いと言われてきた昨今です 

が、実は今、７０歳以上の４人に１人が栄養失調という状況に 

陥っているのだといいます。 

 感染症や心臓病等さまざまなリスクが高まる栄養失調に 

ならないためには、タンパク質や脂質も含めた多様な食品を 

バランスよく食べることが大切です。講演では、自分がどんな 

ものを食べているか知るための「１０食品群チェックシート」が 

紹介され、参加者は、それぞれ普段の食生活を振り返ってい 

ました。 

身体障害者福祉センター 楽しい！わくわくコンサート♪ 

 

 

 

  

 

 日  時  平成３０年１０月１６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） 

 曲  目  ◆バイオリンの演奏◆ 

♪宵待草   ♪ユーモレスク   ♪タイスの瞑想曲   ♪ハンガリア舞曲 

♪嘆きのセレナード   ♪川の流れのように  他 

        ◆ピアノの演奏◆ 

♪愛の夢   ♪子犬のワルツ   ♪ワルツ第７番   ♪トルコ行進曲 

♪幻想即興曲  他 

演奏にあわせてみんなで歌える曲も 多数ご用意しています！お楽しみに～♪ 

 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。 
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静岡県障害者芸術祭の会場に 昨年度の最優秀作品が展示されます！ 

 東京オリンピック・パラリンピックに向けた文化プログラムへの 

取組が進む中、静岡県が行ってきました障害者芸術祭が今年 

で２０回目を迎えることを契機として、今回、内容を拡大・充実し 

て開催されることとなりました。 

 以下の３会場では、昨年開催の「第４３回静岡県障害者文化 

作品展」で最優秀賞（静岡県健康福祉部長賞）に輝いた作品が 

展示されます。みなさま、お近くの会場へぜひお越しください。 

◎ シンボルイベント（総合開会式） 

日時：平成３０年１０月６日（土） １３：００～１６：００ 

会場：グランシップ・中ホール 

◎ 作品展示＆イベント 

【西部】 日時：平成３０年１０月２６日（金）～２８日（日） 

会場：鴨江アートセンター（浜松市） 

【東部】 日時：平成３０年１１月２日（金）～４日（日） 

会場：プラザヴェルデ市民ギャラリー（沼津市） 

※詳細は、静岡県障害者芸術祭のポスター・チラシをご覧ください。 

 

 
 

行事名 開催日 会場 

静岡県障害者芸術祭 シンボルイベント １０/６（土） グランシップ 中ホール 

第３６回静岡県身体障害者 

自動車安全運転教室 
１０/７（日） 静岡県自動車学校 沼津校 

第４５回国際福祉機器展視察研修 １０/１０（水） 東京ビッグサイト 

第１８回全国障害者スポーツ大会 

福井しあわせ元気大会 
１０/１３（土）～１５（月） 福井県 

静岡県健康福祉部長との懇談会 １０/１５（月） 静岡県庁 

関東甲信越静ブロック秋季代表者会議 １１/１（木）～２（金） 湯本富士屋ホテル（神奈川県） 

静岡県障害者芸術祭参加事業 

第４４回静岡県障害者文化作品展 
１１/１５（木）～２０（火） 県総合社会福祉会館 

第１３回静岡県身体障害者 

フライングディスク大会 
１２/１（土） 静岡市中央体育館 

第３３回静岡県身体障害者うたの広場 １２/１４（金） 県総合社会福祉会館 

１０月～１２月の行事予定 
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