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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

♪ 県育成会のＨＰにもカラー印刷で掲載中 ♪

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）

手 をつなぐ う･ちな～
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発 行 所

℡ 098-945-3371）

沖縄県手をつなぐ育成会
那覇市首里石嶺町4-373-1
沖縄県総合福祉センター内

★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♪）

TEL 098 - 882 -5727
FAX 098 - 882 -5720
E-mail:oki-iku@woody

★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３，３００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

.ocn.ne.jp

HP：http://www.oki-iku
.com/
発行人 理事長 田 中 寛
定価 ５０円（会費に含む)

理事通信

ー チャリティーゴルフ
大会について ー

理事 東 宏明

コロナの緊急事態宣言下で開催した
東京オリンピックは、メダル獲得が史
上最多の成果を残し閉幕しました。次
は、多様性の公正・公平を求め共生社
会を目指すパラリンピックが開かれ、
パラアスリートの活躍を期待するもの
であります。
一方で、新型コロナの影響で県内の
イベントの中止や延期が報じられ、県
育成会の事業も延期などの検討がなさ
れております。
チャリティーゴルフ大会の開催につ
いても、実行委員会で何度も検討した
結果、三密やマスク着用等の感染防止
対策を徹底し、ゴルフ場側との連携を
図りながら、今年も予定通り開催する
こととなりました。
コロナ禍の厳しい状況下ではありま
すが、大会の趣旨（上段参照）をご理
解いただき、多くの皆様のご参加・ご
協力を宜しくお願い致します。
な お 、 ゴ ル フ 大 会 参 加 者 の 皆 様 に は、
豪華景品を用意しております！
ステイホーム中の運動不足解消や、
ストレス発散の機会としていただけま
すと幸いにございます。

【目次】
Ｐ１ ゴルフ大会ご案内・理事通信
Ｐ２ 保険のご紹介
Ｐ３ 理事長のゆんたく広場特集
Ｐ４ 県育成会予定 他

★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）
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♪育成会会員の皆様へ♪

お申込みご希望の方は会員確認の為、沖縄県育成会までご連絡下さい（８８２-５７２７）
～ 知的な障がいのある人と共に ～
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ゆんたくその②

コロナ禍の中、県内外での会議の多くはオンライン（ネット）参加形
式となり、ここ２年間は定時での職場出勤と帰宅のルーティン（日課）
となっています。
当然のように在宅時間も増え、テレビのニュース番組を何度もチャン
ネルを変えながら追い求めるために「さっきと同じニュースじゃないの？」
との家族のあきれた視線に、粗大ごみ化に堪えるわが身です。
これといった趣味も無いため、余暇の時間つぶしも思いつかず、つい
には 年前、成人祝いに母から買ってもらった古いギターを引っ張り出
したしまつです。
高校時に悪友と作ったエレキバンドでは、「ビートルズのポールと同
じ」との口車にうまく乗せられて、不本意ながらベースを担当しました。
しかし、現在は集団行動（入り乱れた歩行）でテレビでも有名になっ
ている日本体育大学名誉教授の清原信彦先生が当時の担任であり、硬派
である師の愛の鉄槌を受けて、わずかの期間でバンドは解散となりまし
た。
その後も我流で楽しんでいたギターも、いつとはしれず部屋の隅で長
期の眠りについていました。
「自転車と水泳は一度覚えたら忘れない」と同様に、不思議とギター
コードは覚えていましたが、弦を抑える指先の弱体化だけは年を隠せま
せん。
師を持たずにすべて書籍で覚えた我流のために、「参考になれば」と
開いたユーチューブ（ネット動画共有サービス）を見て驚いたのは、多
種多様な趣味・趣向に亘って、複数の師匠？達が丁寧な技術指導を、細
部にわたって無料にて公開しており、無知な我流の未熟さと同時に、イ
ンターネットの情報収集力を改めて思い知らされました。
自分だけの世界観の狭さ、さらには未熟な固定観念の至らなさは、価
値観も含めたあらゆる面において他人との認識や距離が生じると、いま
さらながらの教示です。
残り少ない人生ゆえに、周囲との交流も含めて、有意義なゆとりの時
間を大切にすべきかもしれません。
51

ゆんたくその①
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２０ ２０年 １月 日にＷ ＨＯ（ 世界 保健 機関 ）が
新型コ ロナ検 出を認定 し、 日に 日本 国内 初め ての
感染者 が確認 され、２ 月の「 ダイ ヤモ ンド ・プ リン
セス」 騒動へ と続きま した。 振り 返れ ばわ ずか 約１
年半前 の出来 事ですが 、もう ずい ぶん と昔 の出 来事
の よう な 気 が し ます 。
沖縄 県では 、８月末 時点で １日 の最 大新 規感 染者
数が７３０人を超え、累計感染者は約４１３００人、
死亡者 数は２ ５５名を すでに 超えて、 人口 万 人単
位の平 均数で は国内最 大とな り感 染大 爆発 と言 われ
た イン ド を も す でに 超 え ま した 。
そし て辛い ことに、 コロナ 対応 の最 前線 であ り、
本来な ら一番 安心安全 である と信 頼を 置け る医 療機
関（主 に精神 科）での 感染も 多発 し、 院内 での 多数
の 死亡 者 も 確 認 され て い ま す。
また 頼みの 綱である ワクチ ンに おい ても 、抗 体の
効能に よる強 度や異物 の混入 、さ らに は副 反応 への
恐 怖心 な ど か ら 不安 も 絶 え ませ ん 。
県内 では医 療体制も ひっ迫 して おり 、す でに 感染
経路を 終えな い状況下 なので 、年 齢や 性別 を問 わず
家庭や 学校、 さらには 福祉関 係機 関も 危険 地域 とな
る 可能 性 も あ り ます 。
公助・共助の支援体制が厳しい現在の状況下では、
自分自 身だけ ではなく 、大切 な人 への 感染 を防 止す
る ため の 強 い 意 識と 行 動 が 必要 と な り ます 。
長期 化が予 想される 中にお いて 感染 への 恐怖 心を
いたず らにあ おること なく、 自分 自身 の日 常生 活の
中にお ける精 いっぱい の感染 防止 対策 を強 化し てい
き たい と 思 い ま す。

～ 知的な障がいのある人と共に ～
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県育成会行事報告８月

★８月６日（金）県立美術館
文化祭り打ち合わせ

県育成会行事予定９月・ 月
チャリティーゴルフ大会実行委員会②

★９月１日（水）県育成会事務局内

★９月 日（月）ＷＥＢ会議
心の輪審査会
★ 月７日（木）沖縄カントリー
チャリティーゴルフ大会準備
★ 月８日（金）沖縄カントリー
令和３年度チャリティーゴルフ大会
★ 月 日（金）県総合運動公園
ゆうあいスポーツ大会準備
★ 月 日（土）県総合運動公園
第 回沖縄県ゆうあいスポーツ大会
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♪書籍販売のご案内♪
価格：税込1,320円
（郵送料振込手数料
は実費となります）

配布募集

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、９００円

価格：税込1,100円
価格：税込1,320円
（郵送料振込手数料 （郵送料振込手数料
は実費となります）
は実費となります）
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第 回育成会文化祭り
開催延期のお知らせ
11

編集者
理事長 田
: 中 寛
沖縄県手をつなぐ育成会事務局

TEL（８８２）５７２ ７

♪お申込みは【県育成会】まで
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平成２５年度より新しく開始した運
営資金調達事業の伊藤園ドリンク販売
ですが、ご好評頂き既に多くのお申し
込みを頂いております。
健康促進のためのドリンク販売を通
して、知的に障がいのある人たちのた
めの活動資金作りと、広く一般の人々
に知的障がいのある方への理解を深め
てもらうことを目的としております。

大人気！
！
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９月 日（土）・ 日（日）に
予定しておりました「第 回育成
会文化祭り」は、コロナウイルス
の影響で緊急事態宣言が延長され
たことから、日程を延期して開催
する事となりました。
延期した際の予定日は年明け令
和４年２月９日（水）・ 日（木）
の予定となりますので、決定しま
したら改めてご案内申し上げます。
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各２４個入 ２，０００円
各１２個入 １，０００円
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賛助会員
加入のお願い

２０２１年度のスタートを切り、
事業が開始しております。
昨年同様、沖縄県手をつなぐ育
成会へのかわらぬご支援・ご協力
をよろしくお願い致します。
☆★ 賛助会員の趣旨 ☆★
沖縄県手をつなぐ育成会は、
知的に障がいのある子を持つ親等
を中心に結成され、「知的障がい
者 児( の)心豊かな暮らし」、
「社会が障がいの有無に係わらず
相互に人格と個性を尊重し合う共
生社会」の実現を目標に活動をし
ています。
その目標の下、知的に障がいの
ある人の自立と社会参加を推進す
るため、育成会文化祭り、沖縄県
ゆうあいスポーツ大会、研修会、
本人活動支援事業等多く事業に取
り組んでおります。
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
個人 １:口
千円
☆団体会員 企業・団体 １:口 ５千円
★琉球銀行・石嶺支店 普( ４)４４１００
♪連絡先 沖:縄県手をつなぐ育成会
℡ ０９８（８８２）５７２７
♪申込書は県育成会ＨＰからもダウン
ロード可能です。是非ご利用下さい。

～ 知的な障がいのある人と共に ～

