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「静岡県身体障害者福祉会情報」廃止 

及び情報提供の変更について 
 

 

平成２９年度の社会福祉法人制度改革により、本社会福祉法人においても評議員 

及び役員（理事・監事）の定員を大幅に削減したところです。このため、従来は構成団

体代表者のほとんどの方が役員又は評議員に選出されていましたが、定員削減後は

選出されない構成団体が生じたため、業務執行上の情報伝達について検討する必要

があるとの意見が、「構成団体組織調査」のアンケート等で出ていました。 

このような意見を踏まえ、これまで役員対象情報誌として年４回発行してまいりまし

た「静岡県身体障害者福祉会情報」に替え、理事会等において決議された業務執行に

係る情報を、構成団体に随時お伝えすることといたしましたので、よろしくお願いいたし

ます。 

なお、このことについては、平成３１年３月２２日の理事会において、２０１９年度事業

報告（案）の中で、理事の皆様に説明いたしました。 

 

事務局長 飯塚 進 
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男子１位～５位（右から） 女子（左から 3位 1位 2位）） 

第３３回 静岡県身体障害者囲碁・将棋・オセロ大会 

日 時：平成３１年１月１９日（土） １０：００～１４：４５     

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：３１人 （囲碁６人 将棋７人 オセロ９人 その他９人） 

県内の囲碁・将棋・オセロの愛好家が一堂に会し、対局を通じて相互に親睦を深めながら勝負に臨みました。 

参加者は、最後まであきらめず、全力で盤に向かい、対局が終わると、お互いの健闘をたたえ合い１年ぶりの交

流を楽しんでいる様子でした。 

今回は、各部上位２名を入賞者として表彰しました。みなさん、おめでとうございました。 

囲碁の部 将棋の部 オセロの部 

優  勝 枝村 和秋 吉田町 優  勝 松島 義男 磐田市 優  勝 勝亦 貫一 三島市 

準優勝 八木 省 菊川市 準優勝 斉藤 治雄 函南町 準優勝 大村 武生 静鈴会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１５回 静岡県身体障害者ボウリング大会 

日 時：平成３１年２月２日（土）  

９：３０～１２；００   

会 場：狐ヶ崎ヤングランドボウル 

参加人数：７８人 

個人戦になって２回目の大会は、選手の 

活気に満ち溢れた素晴らしい大会でした。 

ストライクやスペアが出るとハイタッチしたり 

拍手をしたり、各市町との交流も出来たので 

はないでしょうか。皆様のご協力のおかげでスムーズに進行することが出来ましたこと心より感謝いたします。また、

当日、欠席者があったりレーンの調子が悪かったりすると、どうしてもレーンごとの終了時間に差が出てしまいます。

そんな中、最後のチームまで応援しながら待って下さりありがとうございました。来年も楽しく大会が出来ればと思

っております。結果は、下記の通りです。 

【 結果 】 詳細は、ホームページをご覧ください。（http://www.e-switch.jp/shizuoka-shinsyo/） 

 

男子順位 合計得点 市町名 氏名 女子順位 合計得点 市町名 氏名 

第１位 365 三島市 大林 治之 第１位 299 三島市 内田 テルミ 

第２位 357 焼津市 佐藤 充 第２位 277  伊東市 村上 亘子 

第３位 339 静岡市 柏木 聡幸 第３位 242 袋井市 大場 朝子 

第４位 325 藤枝市 平野 茂雅      

第５位 303 函南町 戸田 良平      
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講師 静岡県社会福祉士会 栗山国人氏 

静岡県健康福祉部障害者政策課 辻村滋主事 

講師の竹内正直山梨県障害者福祉協会理事長 

ブロック主催の身体障害者相談員自主研修会を開催しました 

日 時：平成３１年１月３１日（木） １０：００～１４：３０ 

場 所：袋井南コミュニティセンター １階ホール 

 前段は、昨年９月に開催した身体障害者相談員研修会の全体研修 

でも取り上げた“成年後見制度”について更に詳しく知るため、ご自身 

も後見人として活動をされている社会福祉士の栗山 国人さんを講師 

に、制度の概要や実態についてお話を伺いました。 

 後段は、静岡地方気象台の出前講座を活用し、「自然災害と身近な 

防災対策～台風・大雨に備える～」と題して、静岡地方気象台の藤村 

昌彦次長からご講演いただきました。 

 昨年は、西日本の７月豪雨や台風２４号による被害など災害をもた 

らした気象事例も多く、今回の参加者の中にも停電などの生活被害を 

受けた方も多かったため、皆さんの関心も高かったようです。 

 

日 時：平成３１年２月１１日（月） ９：３０～１２：００ 

場 所：島田市プラザおおるり ３階第３多目的室 

「静岡県のヘルプマーク」 

静岡県健康福祉部 障害者政策班 主事 辻村 滋 氏 

「難病患者とヘルプマークについて」 

ＮＰＯ法人静岡県難病団体連絡協議会 大石 裕香 氏 

「当協会のヘルプマークの取り組みについて」 

（公社）日本オストミー協会静岡県支部 支部長 佐藤 悠二 氏 

 今回の研修会は、ヘルプマークに関するテーマで３人の方から話を 

聞きました。 

 参加者が障害当事者である身体障害者相談員ということで、ヘルプ 

マークについては知っている人がほとんどだったので、県障害者政策課の辻村さんからは、概要というよりマーク

の配布状況やヘルプマークからヘルプカード導入の流れが出てきていることなどが紹介されました。 

 

日身連関東甲信越静ブロック身体障害者相談員研修会に参加しました 

日 時：平成３１年１月２２日（火） １３：００～１６：００ 

場 所：アルカディア市ヶ谷（私学会館） 

 日身連の関東甲信越静ブロックの加盟団体が年に１回開催している 

「身体障害者相談員研修会」が東京都で開かれ、竹内十九巳さん（東 

部）、三村文次さん（中部）、戸川紀生（西部）と事務局・服部の４名で 

出席してきました。 

 今回の研修会は、山梨県障害者福祉協会・理事長の竹内 正直氏 

による「障害者相談員の懐～３人の母親の物語り～」と題した講演で 

した。 

 相談とは、無言の訴求、訴えに寄り添うことであると前置きしたうえで、重度の障害を持ちながら生まれてきた中

村久子さん、大石正美さん、レーナマリアさんの３人について、それぞれの母親がいかにしてその子を育ててきた

のか、障害当事者本人の手記なども織り交ぜながらお話されました。 

３ 

西部ブロック 

中部ブロック 



男女 1位～5位（右から 1位） 

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 

日 時：平成３１年２月２４日（日） 

     ９：００～１３：００  

場 所：三保真崎グラウンドゴルフ場 

参加者：７６人 

 今回、天候の関係で予備日に変更になった 

にもかかわらず、多くの方にご参加いただき 

ありがとうございました。 

難しいコースでしたが、同じホールで４人 

中３人がホールインワンを出すなどの素晴らしいプレーが色々なところで出ていました。「勝ち負けではなく、みんな

にこうやって会えることがうれしい。」と言ってくれる方もおり、和気あいあいとした本当に楽しい大会でした。 

今回のこの大会をもちまして、グラウンド・ゴルフクラブは解散となります。２９回という長きにわたり愛され、活動

を続けてこられましたのも役員の皆様及び会員の皆様の暖かい心遣いがあったからと心より感謝しております。事

務局の至らない点もカバーしていただき本当にありがとうございました。 

今回の大会の結果は、下記の通りです。（８ホール×３） 

【結果】 ※詳細については、ＨＰをご覧ください。（http://www.e-switch.jp/shizuoka-shinsyo/） 

男子 市町名 氏 名 スコア 女子 市町名 氏 名 スコア 

第 1位 菊川市 永田 一郎 62 第 1位 御前崎市 柏原 敦子 68 

第 2位 島田市 斉藤 充史 63 第 2位 御前崎市 増田 政江 68 

第 3位 菊川市 横山 善明 64 第 3位 磐田市 三浦 幸枝 68 

第 4位 御前崎市 森下 秋男 65 第 4位 御前崎市 澤入 こう 69 

第 5位 浜松市 金原 正一 65 第 5位 吉田町 増田 タツ江 69 

 

 

 

 

行事名 開催日 会場 

第６４回日本身体障害者福祉大会 ５/２２（水）～２３（木） 
秋田キャッスルホテル 

秋田県立武道館 

第１２回静岡県身体障害者 

グラウンド・ゴルフ大会（個人戦） 

５/２５（土） 

予備日５/２６（日） 
草薙総合運動場 補助競技場 

平成３１年度 第１回理事会 ６/５（水） 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 
６/１３（木）～１４（金） 千葉市 

平成３１年度 定時評議員会 ６/２１（金） 県総合社会福祉会館 

平成３１年度 第２回理事会 ６/２１（金） 県総合社会福祉会館 

４ 

４月～６月の行事予定 
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