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第１３回 静岡県身体障害者フライングディスク大会 

 

日 時 平成３０年１２月１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 清水国際高等学校 

参加者 東部・中部・西部の各ブロック予選において選抜された 

３２チーム（長泉町は、個人戦のみ参加） 合計１６２人 

 

 今年の個人戦の１位と３位は女性。今年の大会は、女性の活躍が 

目立つ大会でした。 

個人戦は、３０投が３名、２９投が２名、２８投の方は、なんと１６名。 

１投でも外すと個人戦の表彰者にはなれないという接戦です。団体 

戦では、掛川市 Aが優勝しました。おめでとうございました。 

長泉町は、今回団体としての参加はできませんでしたが、今まで 

の練習の成果を試したいということで２名の方が個人戦で参加して 

下さいました。会員の皆様が、遠くからでも大会に参加したいと思え 

る大会運営を今後も心掛けていきたいと思っております。来年度も 

皆さん優勝目指して頑張って下さい。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 掛川市Ａ ４９ ４６ ４６ １４１  第１位 掛川市Ａ 赤堀 逸子 

準優勝 三島市Ａ ４８ ４４ ４５ １３７  第２位 袋井市Ａ 山本 博司 

第３位 袋井市Ａ ４５ ４３ ４５ １３３  第３位 三島市Ａ 田村 キミ 

第４位 吉田町Ａ ３９ ４３ ４３ １２５     

第５位 菊川市Ａ ４２ ４４ ３８ １２４     
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最優秀賞に輝いた三島市の高田 洋一さん 

終わりには みんなで歌いました 

第３３回 静岡県身体障害者うたの広場 

日 時：平成３０年１２月１４日（金）１０：００～１４：３０ 

場 所：県総合社会福祉会館 ７階 ７０３会議室 

参加者：出演者４４名 ゲスト歌唱１名 

      応援・付添・アトラクション出演者等５７名 計１０２名 

 年末の恒例行事「第３３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、今年は、４４名の参加者が自慢の声を披露しま 

した。 

 昼休みのアトラクションでは、笠井清美さんと憲司さんの指導の下、 

“笑いヨガ”を体験しました。手拍子したり、カラダを動かしながら笑う 

“笑いヨガ”でカラダはポカポカ、元気いっぱいになりました。 

 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！  

 

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３０年１０月１６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 １６名 演奏者 ２名 進行 １名 

福祉会職員 ３名           計２２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、今回が４回目です。 

 コンサートの進行は、福祉センター音楽教室で講師をお願い 

している大川義春先生です。 

 大川先生が、コンサートのタイトルを指差して、「このコンサー 

トをやることになった時、どんな名前がいいか考えました。楽し 

いだけじゃなくて、わくわくするコンサートですよ。皆さん、わくわくしてますか？」と、第一声。参加者の皆さんからは 

笑顔がこぼれ、ミニコンサートは和やかな雰囲気でスタートしました。 

 今回も、バイオリンは前島正澄さん、ピアノとフルートを高橋一泰さんが演奏してくださいました。合間には、参加

者も一緒になって、生の演奏に合わせて歌ったり、楽しい時間が流れていきました。 

 また、前島さんによるバイオリン奏法のミニレクチャーがあったり、高橋さんは、トルコ行進曲の中にみんなが知っ

ている童謡を入れ込むアレンジで、いくつ隠れていたかをクイズにしてくれたりと、盛りだくさんの内容でした。 

 初めて来てくださった方も、毎回来てくれている方も、ご参加ありがとうございました。 

最優秀賞 三島市 高田 洋一 『夕焼け雲』   

優秀賞 長泉町 数野 静子 『ずっとあなたが好きでした』 努力賞 菊川市 永田 一郎 『天竜流し』 

（３名） 裾野市 髙村 れい子 『瞼の母』 （５名） 藤枝市 菅沼 芳子 『海鳴り』 

 長泉町 沼田 好策 『南部蝉しぐれ』  浜北 松本 くみ子 『命炎』 

     藤枝市 磯部 和代 『京しぐれ』 

熱演賞 浜北 岩崎 剛 『酒暦』  浜北 鈴木 正明 『兄弟仁義』 

（３名） 熱海市 水口 和子 『瞼の母』     

 菊川市 松村 秋夫 『大石内蔵助』     

２ 

 



毎日新聞 平成 30年 11月 4日 

第３３回障害者による書道・写真全国コンテストの審査結果が発表されました 

 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、毎年、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８名の生徒さんたちの作品を含む１３点の書道作品と、福祉会会員や福祉セン

ターの利用者などから寄せられた写真４点の計１７点の作品を出品しました。 

 審査員による厳正な審査の結果、応募総数１，１１５点（書道部門９３１点、写真部門１８４点【うち携帯フォトの部

１９点】）の中から、９５点の入賞作品が決定し、当センターから出品した静岡市の平島りかさんが書道部門・銅賞に、

写真部門では、袋井市の石川博彬さんが金賞に、佐藤誠さんが銀賞に輝きました。おめでとうございました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書道部門 銅賞           写真部門 金賞              写真部門 銀賞 

『如是我聞』              『夏陽と母子たちの像』          『闘争』 

平島 りか さん           石川 博彬 さん              佐藤 誠 さん 

 

ＪＲ菊川駅の橋上駅舎化事業で要望書を提出 

 今年９月、菊川市が進めるＪＲ菊川駅の橋上駅舎化事業に関連 

し、菊川市身体障害者福祉会の山田正臣会長が市長に要望書を 

提出しました。 

 記事によると、東海道線の菊川駅は南口しかなく、市中心部が 

鉄道線路で南北に分断されてきました。北側にあった工場が移転 

し跡地開発が進む中で、市は線路をまたぐ新しい駅舎を建設して 

自由通路などで南北を結ぶことを計画。調査費２，５００万円を含 

む補正予算案が９月議会で可決され、２０２４年度までの完成を 

目指す事業が動き出したといいます。 

 自身も、通勤で線路の北に渡るのに踏切を使っていたが、いった 

ん南口に出て大回りしなければならず、不便な思いをしたという 

山田会長。 

 「足腰の弱いお年寄りのためのエレベーターやエスカレーターの 

設置はもちろん、目や耳の不自由な人たちが快適に利用できるよ 

うな施設にしてほしい。」という要望には、障害のある人もない人も 

みんなで共生できる社会にしたいという思いが込められています。 

新しい菊川駅舎がそのシンボルになるといいですね。 

 

３ 

 



 

書き損じの年賀ハガキありませんか？  書き損じ・未使用のハガキを集めています  

 

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。 

＜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３３回静岡県身体障害者 

囲碁・将棋・オセロ大会 
1/１９（土） 県総合社会福祉会館 

日身連関東甲信越静ブロック 

身体障害者相談員研修会 
１/２２（火） アルカディア市ヶ谷（東京都） 

平成３０年度 スポーツ部会 １/２５（金） 県総合社会福祉会館 

平成３０年度 安全運転部会 １/２５（金） 県総合社会福祉会館 

平成３０年度 文化部会 １/２５（金） 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 
１/３１（木） 袋井南コミュニティセンター 

第１５回静岡県身体障害者ボウリング大会 ２/２（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 
２/１１（月） プラザおおるり（島田市） 

平成３０年度 相談部会 ２/１８（月） 県総合社会福祉会館 

第２９回静岡県身体障害者 

グラウンド・ゴルフクラブ交流大会 

２/２３（土） 

予備日２/２4（日） 
三保真崎グラウンド・ゴルフ場 

平成３０年度 第２回理事会 ３/２２（金） 県総合社会福祉会館 

４ 

１月～３月の行事予定 


