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発刊に寄せて

第57回日本身体障害者福祉大会（さいたま大会）（さいたま大会）（さいたま大会）
盛大に開催される盛大に開催される

　本会は、この度の新公益法人制度移行に伴い、一般社団法人として平成24
年 4 月 1 日から新しいスタートラインにつきました。
　山口県は、吉田松陰先生を始めとして、高杉晋作、木戸孝允、伊藤博文、
山縣有朋など、明治維新で功労のあった志士が沢山、輩出していることから、
会報の名称を「維新の郷（さと）」に変更し、この度リニューアルしました。

　さて、昨秋は、山口県で初めて、全国障害者スポーツ大会が開催され、本県選手団が大活躍（金88・
銀55・銅29）し、大いに盛り上がったところであります。
　今、国会は消費税問題等で混乱していますが、私たちが注視していることは平成25年 4 月 1 日（一部
の事業を除き）に施行される「障害者総合支援法」が「絵に描いた餅」にならないよう、また素晴らし
い法律になるよう念願することであります。
　終わりに、本会に対しまして、倍旧のご支援、ご指導を賜りますようよろしくお願いし、発刊のご挨
拶といたします。

一般社団法人　山口県身体障害者団体連合会

会　長　番　屋　元　生

　「～彩の国から発信～　実現しよう！“障害者を保護の客体から権利主体の社会へ”」をテーマに、5
月17日（木）・18日（金）の 2日間にわたり、埼玉県で開催されました。参加者は、延べ3,200人で山口県か
らは、26名の参加でした。
　第 1日目は、さいたま市のラフレさいたまを会場に、午前中は日本身体障害者団体連合会評議員会、
午後には「障害者保健福祉施策の動向」と題して、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
土生栄二課長による基調講演とシンポジウム「障害者総合支援法案の課題と展望について」が開催さ
れ、民主党・自民党・公明党の国会議員も出席され、活発な討論が行われました。
　第 2日目は、会場を熊谷市に移し、彩の国くまがやドームにおいて、“第57回日本身体障害者福祉大会
さいたま大会”が盛大に開催され、以下の大会決議が採
択されました。

　　　　　　　　 ＝ 大会決議 ＝
1．障害者権利条約批准に相応しい障害者制度の実現を図れ
1．障害者差別禁止法の早期制定を期せ
1．災害時における防災及び滅災対策の構築を図れ
1．個人情報保護の壁を解消するとともに在り方を検討せよ
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第１２回 山口県身体障害者交流ゴルフ大会

第２７回 山口県障害者卓球選手権大会

　 5月13日（日）、山口市の湯田カントリー倶楽部において開
催されました。参加者は 8 名と少数でしたが、好天に恵ま
れ、各々の実力を発揮しました。参加者から、「年に 2回く
らい開催して欲しい」との声に、本大会に加え、ゴルフ愛好
者主体による大会を11月に開催する予定です。

　～成　績～
　　優　勝　　田　村　多峰男（上肢）＜防府市＞　73
　　準優勝　　岩　脇　賢　治（下肢）＜和木町＞　76
　　第3位　　柘　植　忠　司（健常）＜山口市＞　77

　 7月 1日（日）、県スポーツ文化センター及び県身体障害者福祉センターにて開催されました。
　総勢104名の参加者は、猛暑の中、白熱した戦いを繰り広げ会場を沸かせました。

平成２４年度　山口県障害者囲碁・将棋・オセロ大会
　 7月22日（日）、山口県社会福祉会館にて開催されました。総勢83名の参加者は、各会場において熱戦
を繰り広げました。

一般男子の部（１部）
☆優　勝☆　谷口　英雄（山口市）
☆準優勝☆　西村　浩司（周南市）
☆第３位☆　栩木　順平（長門市）
☆第３位☆　中山　博之（鹿児島市）

一般男子・女子の部（２部）
☆優　勝☆　深野めぐみ（山口市）
☆準優勝☆　三井　秀典（山口市）
☆第３位☆　原田　忠之（北九州市）
☆第３位☆　吉岡　大貴（広島市）

囲碁の部
☆優　勝☆　内田　清美（山口市）
☆準優勝☆　岡村　哲雄（岩国市）
☆第３位☆　升本　利雄（岩国市）

将棋の部
☆優　勝☆　大濱　大輔（宇部市）
☆準優勝☆　村上　　潔（下関市）
☆第３位☆　平佐　充男（山口市）

オセロの部
☆優　勝☆　兼田　信男（岩国市）
☆準優勝☆　河脇　一生（岩国市）
☆第３位☆　土川　憲昭（周南市）

②　維新の郷　第1号 平成24年 9月

一般女子の部
☆優　勝☆　大野　由美（宇部市）
☆準優勝☆　川崎　歩美（広島市）
☆第３位☆　中村　美恵（防府市）
☆第３位☆　赤坂美千代（北九州市）

ＳＴＴ男子の部
☆優　勝☆　宇原　　弘（長崎県）
☆準優勝☆　宮本　　豊（下関市）
☆第３位☆　船木　孝二（大分市）
☆第３位☆　西村　正敏（宇部市）

初心者の部
☆優　勝☆　磯村孝太朗（周南市）
☆準優勝☆　杉山　　尚（萩　市）
☆第３位☆　内藤　順治（防府市）
☆第３位☆　小林　龍利（山口市）

ＳＴＴ女子の部
☆優　勝☆　藤田　泰子（下関市）
☆準優勝☆　西村千代子（宇部市）
☆第３位☆　妹尾真由美（北九州市）
☆第３位☆　徳重千津子（防府市）



平成２４年度 山口県身体障害者相談員研修会
　 7月26日（木）、山口県総合保健会館（多目的ホール）にお
いて、92名の参加者で開催されました。
　一般社団法人山口県身体障害者団体連合会の番屋元生会長
の主催者挨拶に続き、「障害者総合支援法について」及び
「山口県の障害者福祉施策の動向について」と題して、山口
県健康福祉部障害者支援課在宅福祉推進班の中村藤夫主幹よ
り講義を頂き、国及び県の動向について学びました。続い
て、「障害者の消費者トラブルについて」と題して、山口県
消費生活センター企画啓発班磯田敏江主査に講義を頂き、高
齢者や障害者等を狙った消費者トラブルに遭わないように、
日頃の声かけが必要なことも学びました。
　 2つの講義を踏まえ、各相談員においては、活発な相談活
動を期待したいものです。

第１３回 山口県障害者交流ボウリング大会
　 9 月 8 日（土）、くだまつボウル（くだまつスポーツセンター）にて開催されました。参加者110名
は、通常レーン（1部）と重度障害者の為のガータなしレーン（2部）に分かれ、ストライクやスペアが
出る度、大歓声が沸き上がり楽しい時間を過ごしました。

～午前の部～
＊一部＊　　　　 HD込2Gトータルスコア
第 1位：縄田　秀昭（宇部市）　　401点
第 2位：山根　昇悟（宇部市）　　362点
第 3位：戎　　辰也（柳井市）　　347点
＊二部＊　　　　　　　2Gトータルスコア
第 1位：有富　康浩（山口市）　　242点
第 2位：大井　典行（山口市）　　211点
第 3位：今出　忠男（山口市）　　199点

～午後の部～
＊一部＊　　　　HD込2Gトータルスコア
第 1位：小野　幸司（山口市）　　297点
第 2位：石村　和也（山口市）　　296点
第 3位：佐藤　　晋（山口市）　　287点
＊二部＊　　　　　　　2Gトータルスコア
第 1位：葉山　隆博（下関市）　　236点
第 2位：木船　淳雄（周南市）　　231点
第 3位：平井　次郎（周南市）　　221点
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第18回 山口県障害者芸術文化祭 山口県からのお知らせ
あなたの芸術作品“１点”を
芸術文化祭に向け出展してみませんか？
１.作品部門　
　⑴絵画 ⑵書道 ⑶写真 ⑷手芸 ⑸工芸 ⑹文芸 ⑺俳句・短歌
２.作品部門　
　⑴応募作品は、１人（団体）１点とする。
　⑵応募作品は、額装・軸装・軽量パネル等で仕上げ、展示ができること。
　⑶応募作品は、原則として縦＋横２辺の和が250㎝以内で作成す
　　ること。
　⑷応募作品（包装資材も含む）には、必ず取りまとめ事務局名及び
　　出展者氏名を記入のこと。
３.応募資格
　⑴応募者は、山口県内に居住している障害者。
　⑵応募作品は、未発表（芸術文化祭のために作成した作品）に限る。
４.応募方法（留意点）
　⑴応募者は、10月1日（月）までに取りまとめ事務局へ提出すること。
≪問合せ先≫山口県障害者社会参加推進センター
　　　　　　　TEL 083-928-5432  FAX 083-928-5436

　消費生活全般にかかる問い合わせに応じ、必要な
助言や情報提供を行っています。

ひとりで悩まず相談しましょう。
○山口県消費生活センター
　　電　　話 ０８３－９２４－０９９９
　　受付時間 月～金曜日　8:30～19:00
　　　　　　　土曜日　　　8:30～17:00
　　住　　所 〒753-0821
　　　　　　　山口市葵町2丁目6番2号
○お住まいの市町にも消費者相談窓口があります。
○日曜・祝日の相談は消費者ホットラインをご利用く
　ださい。　
　　　　　　０５７０－０６４－３７０



○第49回重症心身障害児者を守る全国大会千葉県で開催
　 7 月16日～17日の二日間にわたり千葉県千葉市の東京ベイ幕張
ホールで全国から委員・関係者1,100名が集い盛大に開催されまし
た。今大会は、障害者総合支援法が 6 月20日に参院本会議で成立
（施行は25年 4 月 1 日）したことから、情報は新法が目指す内容が
中心でした。
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山口県重症心身障害児（者）を守る会からのお知らせ山口県重症心身障害児（者）を守る会からのお知らせ

○平成25年度（2013年度）訓練生募集の知らせ
 広島障害者職業能力開発校では、平成25年度の訓練生の募集を行います。興味のあ
る方は、ご相談ください。見学の際は、事前にお問い合わせください（電話またはFAX）。
※連絡先　広島市南区宇品東四丁目１－23
　TEL：082-254-1766　FAX：082-254-1716　　ホームページ http://www4.ocn.ne.jp/̃noukaihp/
※募集科目と定員

国立県営　広島障害者職業能力開発校からのお知らせ国立県営　広島障害者職業能力開発校からのお知らせ

○第39回手をつなぐ育成会福祉・教育振興山口県大会（岩国ブロック大会）
　日　時：平成24年10月14日（日）
　内　容：式典・基調講演・シンポジウム
　　　　　本人話し合い・本人レクリエーション・デイケア
　会　場：パストラルホール（周東町文化会館）
　副会場：周東勤労青少年ホーム
　参加者：７００名

○平成２４年度きららの会クリーン作戦ボウリング大会
　日　時：平成24年11月25日（日）
　　　　：クリーン作戦　　10：00～12：00
　　　　：ボウリング大会　13：00～15：00
　場　所：クリーン作戦・ボウリング大会（未定）
　参加者：100名　山口県内に在住する知的障害児（者）・身体障害児（者）
≪問い合わせ先≫山口県手をつなぐ育成会事務局（担当：浜本）
　　　　　　　　TEL 083－925－2424　FAX 083－925－2212

一般財団法人　山口県手をつなぐ育成会からのお知らせ一般財団法人　山口県手をつなぐ育成会からのお知らせ

対 象 者

選 考 回 数

応募受付開始日

応 募 締 切 日

選 考 日

合 否 発 表 日

第１回

平成24年 9 月18日（火）

平成24年10月18日（木）

第２回（追加選考）

平成25年 1 月 7 日（月）

平成25年 1 月31日（木）

第１回

平成24年10月 9 日（火）

平成24年11月 8 日（木）

平成24年11月29日（木） 平成25年 3 月 8 日（金） 平成24年12月20日（木）

第２回（追加選考）

平成25年1月7日（月）

平成25年1月31日（木）

平成25年2月18日（月）

平成25年2月26日（火）

平成24年11月16日（金）
（筆記・面接）

応募者多数の場合は、
11月15日（木）又は
11月19日（月）に面接を行います。

平成25年 3月1日（金）
（筆記・面接）

応募者多数の場合は、
2月28日（木）に面接を行います。

平成24年12月6日（木）
総合実務科（筆記・面接・動作検査）
　重度視覚コース（筆記・面接）

　応募者多数の場合は、
　12月7日（金）に面接を行います。

身体障害者等（知的障害者・重度視覚障害者以外）

※第 2回選考は、第 1回選考で定員に満たない科のみの選考です。

知的障害者・重度視覚障害者

（いしんのさと）表紙の題字は、田端游雲　氏


