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♪ 県育成会のＨＰにもカラーで掲載中 ♪

今年度の育成会文化祭りは作品展示による美術展形式で行うこととなり、
コロナ禍で集会が難しい団体様にも幅広くご参加いただけるよう新たな企画
を実施する事となりました。つきましては、応募要領をご確認の上、申込書
をご提出下さいますようお願いします。
※下記期限が過ぎていますが、８月中旬頃まで受付致します。申込書等その
他のご用命はお電話にてお問い合わせ下
開催日・場所：令和３年
さい。（県育成会：098-882-5727）
９月１１日（土）10：00～17：00
９月１２日（日） 9：00～12：00
県立博物館美術館県民ギャラリー
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（下記参照）

観覧のみのご案内もお受付
しております。
コロナ対策の為、予約制と
なっておりますので、事務
局へお問い合わせ下さい★
県育成会事務局

電話：098-882-5727
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公益社団法人沖縄県手をつなぐ育成会は、県内の知的障がいのある人たちの社会自立参加支援
と福祉向上のため、その保護者達を中心として活動しています。
昨今、厳しい社会情勢の中において、障がいのある人たちをとりまく環境はめまぐるしく推移
しており、障害者の定義に難病等を追加して制定された「障害者総合福祉法」、「障害者虐待防
止法」などを受け、沖縄県においても「沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づ
くり条例」が施行されています。
しかし、このような障がい者をとりまく環境転換期においても国、県、市町村などの行政機関
は財政的な理由を根拠に、障がい者組織や福祉団体等への助成、支援は毎年削減される状況にあ
ります。本育成会としても会費の増額、会員の拡大、賛助会員の募集等自主財源の確保に最大限
の努力はしていますが財政は大変厳しい状況にあり、その運営資金には苦慮しております。
このような状況を打開、支援することを目的として、本年も「公益社団法人沖縄県手をつなぐ
育成会チャリティーゴルフ大会」を開催いたしますので、多くの皆様のご協力、ご参加によるご
支援をお願いいたします。
（沖縄県手をつなぐチャリティーゴルフ大会実行委員会）

大会開催日：令和３年１０月８日（金）
場所：沖縄カントリークラブ（西原町字桃原109 ℡ 098-945-3371）
★ご予約は直接ゴルフ場あてにご連絡をお願いします。
(午前は１０組限定・午後は貸切の予定です♪）
★プレー料・参加費：１２，０００円(税込・セルフ料金・食事付）
※キャディ付は３，４３０円アップ
★ワンオンコンテスト：６番ホールでワンオンコンテストを行います。(豪華賞品有♪)
★表彰方法：プレー終了後、抽選により全員に賞品を授与
★コロナウイルス予防の為、当日はマスクを着用し、体調不良の方はご参加をお控え下さい。
（ご質問・お問い合わせ：沖縄県手をつなぐ育成会 098-882-5727 まで）

★募集テーマ
出会い、ふれあい、心の輪－障害のある人とない人と
の心のふれあい体験を広げよう－
★募集資格
・小(小部)・中(中部)・高校(高等部)・一般
★募集の方法
①作文の題は自由とし、内容は、障害のある人ない人
との心のふれあい体験。未発表のもの１編に限る。
②募集先：沖縄県手をつなぐ育成会（下記参照）
③制限字数 １.小学生区分・中学生区分→４００字詰
めの原稿用紙２～４枚程度 ２.高校生・一般区分→
４００字詰め原稿用紙４～６枚程度 ３.原則として
４００字詰め原稿用紙(Ｂ４判またはＡ４判縦書き)
を使用。
④パソコン等の電子機器による作成も可とする。
用紙は③に準ずるものとする。

★募集テーマ
障害の有無にかかわらず誰もが能力を発揮して安全に
安心して生活できる社会の実現。
★募集資格
小学生(小学部)及び中学生(中学部)
★募集方法
①内容：障害者に対する理解の促進等に資し、障害の
ある人とない人の間の相互理解を促進するもの。
※未発表のもの１点に限り、作品中に標語その他
文字を入れない。
②規格・画材等 １.画用紙Ｂ３判(横364mm×縦515mm）
又は四つ切り(横382mm×縦542mm)を使用し、これに
満たない作品は、Ｂ３判の台紙に貼付。
作品は縦位置(縦長)のみ。２.彩色画材は自由とする。

【作文・ポスター共通条件】
★募集期間：令和３年７月１日(木)～９月２日（木）
★応募者の属性等に関する参考資料（ポスター含む）：題・住所・氏名(ふりがな)・年齢(生年月日)・性別・職業
又は学校名(学年)・電話・ＦＡＸ・障害の有無
※注 意：「心の輪を広げる体験作文」「障害者週間ポスター」作成にあたり、第三者が知的財産権を保有する著作物の使用を禁
止しており、また応募作品は作者が単独で執筆・作成したものに限ります。なお応募作品は原則として返却致しません。
※連絡先：公益社団法人 沖縄県手をつなぐ育成会 担当：東江
那覇市首里石嶺町４－３７３－１（沖縄県総合福祉センター西棟３２１）ＴＥＬ ０９８（８８２）５７２７
～ 知的な障がいのある人と共に ～

理事通信

理事 百名 聡

ー コロナ禍 の中 で ー
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オリンピックが始ま
り色々な競技が行われ
ています。無観客で行
われる会場と人数を抑
えて行われている会場
などがあり、何とか開催していけるよう
に実施されています。（コロナ禍の中で
は個人的には複雑な気持ちですが・・。）
県育成会でも育成会文化祭りの開催に
ついて話し合いを行い、開催が決まって
おります。来る９月 日（土）～ 日
（日）に沖縄県立博物館美術館の県民ギャ
ラリーで行われます。（１ページ参照）
今回の育成会文化祭りは、「絵画・陶
芸・手工芸・書道・写真」の作品展示形
式で行われる予定です。
無事に開催できるよう、また会員の皆
様を守り、安全に行うことが出来るよう
話し合いを行っています。
今、コロナワクチン予防接種が身近に
来ています。接種が出来る方は早めの接
種を受けられてはいかがでしょうか？
私の息子も１回目の接種を終え、８月
に２回目の接種が予定されています。
コロナワクチンの接種が終わって、少
しでも安心して生活ができるよう、また、
会員の皆様と沖縄県民の皆様が健康でい
られるよう切に願っております。

～ 知的な障がいのある人と共に ～
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総会でもご報告しました今年度の事業計画については、流動的な計画の為今月号にて掲
載することとなりました。また、新役員については育成会ホームページや下記にもご紹介
しております☆

退任された理事の皆様には、これまで大変お世話
になりました。今後のさらなるご活躍についてご
祈念申し上げます☆彡
・喜納平様 ・桑江澄子様 ・棚原勉様
・仲松芳子様 ・屋良朝央様
ありがとうございました☆★☆彡
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県育成会行事報告７月

★７月８日（木）県育成会事務局
組織・財政委員会①
★７月 日（月）ＷＥＢ会議
ゆうあい実行委員会③
★７月 日（火）県育成会事務局
３役会議
★７月 日（火）県総合福祉センター
第１回チャリティゴルフ実行委員会

県 育 成会 行 事 予定 ８ 月 ・９ 月

★８月６日（金）県総合福祉センター
第２回理事会
★９月 日（土）・ 日（日）
県立博物館・美術館
第 回育成会文化祭り

沖 縄県 手 をつ な ぐ 育 成 会
では、知的 障がいに 関する あら
ゆる相談を お受けで きるよ う相
談員（砂川 副理事長 担当） がお
ります。
日頃の「 不安なこ と」や 「こ
れはどうし たらいい ？」と いう
疑問を共に 解決でき るよう にお
手伝いを致します。
毎週火・木曜日朝９時半～
時までに相談員がおりますので、
お気軽にご相談下さい。
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編集者
田
: 中 寛
髙
: 原 奈々 東江 早苗

幼い頃より母に、常に前を向いて歩くことを教えられまし
た。
好奇心旺盛な性格もある周囲への目配りは、状況だけでは
なく知人も認識できるために、すれ違う時は会釈や会話も当
然のように生まれます。
しかし、数年前から目を伏せ、下を向いて歩くようになっ
ている自分がいて、その原因が他人の目を気にするせいだと
気づいています。
過ぎ去った日、「良い人だ」などと告げられたこともあり
ますが、「良い人」の前提は、その当事者に対して「都合の
良い人」であり、状況や立場が変化すれば、逆に非難の対象
とな る場 合が 多い事 も、 十分す ぎ るほ ど に経験 し て きま した。
公の場で制度や自分の意見を述べる機会も多々あるため、
自分自身の行動との整合性を常に意識した生活にも責任が生
じるのは当たり前のことです。
むろん、聖人君子の真似事などは逆立ちしてもおよぶはず
はないのですが、その重圧に耐え続けるには、少し年齢を重
ねすぎたかもしれません。
全てのしがらみから解かれた定年後の友のように、のんび
りと過ごす日を待ち焦がれるようになった昨今の私です。
笑
( )
機関誌「手をつなぐ」は、
中央情勢・各地育 成会の 活動、 また
特集コーナーで、教育・福祉・就労・
医療等の最新の情 報がわ かりや すく
掲載されています。
お申込みご希望の方は、
県育成会まで一度ご連絡下さい。
＊年間購読料 ３、８００円

沖縄県手をつなぐ育成会では専
用ホームページを開設しており
ます。
最新の情報や、活動報告、広報
誌のカラー紙面もご覧頂けます。
是非アクセスしてみて下さいね！！
育成会HP：www.oki-iku.com
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理事長
事務局

配布募集
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福原

平良

荷川取

下地

福里

前里

久貝

洲鎌

保良

川上

幸地

砂川

加代子（２口）

嗣伎（２口）

安宏（２口）

節子（２口）

啓子（２口）

キミ子（２口）

節子（２口）

邦子（２口）

テル（２口）

ハル（２口）

榮長（５口）

昇秀（５口）

豊（５口）

恵徹（５口）

令和３年度賛助会員
～敬称略～

伊川

賛 助 会 員 加入 の お 願 い

当会の趣旨にご賛同いただき、活動
の資金的なご支援をお願い申し上げま
す。

☆賛助会員
１口 千円
☆企業・団体
１口 五千円
★琉球銀行
石嶺支店 普
( )
４４４１００

～ 知的な障がいのある人と共に ～

