
色分け：開催地
水 色  北部圏域
き い ろ  中部圏域
ピ ン ク  南部圏域
むらさき  宮古圏域
み ど り  八重山圏域

◎　11月から1月末までの間に各地で開催される行事一覧を掲載します。（市町村・団体からの報告により随時更新します。） ﾍﾞｰｼ ﾞｭ  区分なし

　　一般参加が「可」となっている行事は、どなたでも参加できる行事です。 更新日

開始 曜日 終了 曜日

浦添市役所1Fロビー

浦添市

浦添市役所福祉課

電　話 098-876-1234（内3565）

ＦＡＸ 098-876-5011

全県区域
社会福祉法人 沖縄肢体不自由児協会
社会福祉法人 日本肢体不自由児協会
（後援：沖縄県）
社会福祉法人 沖縄肢体不自由児協会

電　話 098-832-3283

ＦＡＸ 098-835-1291
琉球新報ホール
沖縄県
財団法人精神保健福祉協会
福祉保健部障害保健福祉課

電　話 098-866-2190

ＦＡＸ 098-866-6916
豊見城市農業協同組合
豊見城支店農協ホール
沖縄県
沖縄県身体障害者福祉協会
福祉保健部障害保健福祉課

電　話 098-866-2190
ＦＡＸ 098-866-6916

スタート：南風原ジャスコ
沖縄県
沖縄県身体障害者福祉協会
福祉保健部障害保健福祉課

電　話 098-866-2190
ＦＡＸ 098-866-6916

期間
行事名 行事の内容・連絡先等

一般
参加 備考

11/17 火 11/19 木

第49回沖縄県身体
障害者福祉展

身体障害者の福祉に関する資料、制
作品の展示

場　所

11/21

可
主　催

連絡先

主　催

連絡先
土 11/22 日

障害者タスキリ
レー及び啓発広報

11/12 木 － －

主　催

連絡先

11/10 火 12/10 木

第51回手足の不自
由な子どもを育て
る運動

　肢体不自由児・者の療育思想の普
及と福祉の向上を図るため、県内全
域にて啓蒙・広報活動を行う。

場　所

第40回精神保健福
祉普及大会

　沖縄県民のこころの健康の保持増
進及び精神障害者の自立と社会参加
への理解を深めることを目的とし、
特別講演会及び公開座談会を行う。

場　所

　障害者週間を広く県民にアピール
し、身体障害者福祉大会場までタス
キをつなぎ、啓発広報を行う。

主　催

連絡先
可

可

場　所

可

11月 － 1月 －

障がい者関係団体
自主製品販売会

地域活動支援センター等の障がい者
団体による自主製品販売会

場　所

2009年11月18日

可
11月から1
月の火曜
日・木曜日

主　催

連絡先

12月３日から12月９日までは障害者週間です。
～障害者の福祉についての関心と理解を深める行事を行っています～
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開始 曜日 終了 曜日
期間

行事名 行事の内容・連絡先等
一般
参加 備考

イオン南風原ショッピングセン
ター

財団法人 沖縄県セルプセンター
（後援：沖縄県）

財団法人 沖縄県セルプセンター

電　話 098-882-5663
ＦＡＸ 098-882-5664

宮古島市上野体育館

宮古地区社協連絡協議会

宮古島市社会福祉協議会

電　話 0980-77-8661

ＦＡＸ 0980-77-8663

南大東村保健センター

南大東村社会福祉協議会

南大東村福祉民生課

電　話 09802-2-2036

ＦＡＸ 09802-2-2669

名護市役所

名護市

名護市健康福祉部社会福祉課

電　話 0980-53-1212

ＦＡＸ 0980-54-3813

うるま市石川会館

沖縄県知的障害者福祉協会
（後援：沖縄県）

沖縄県知的障害者福祉協会

電　話 098-998-9756
ＦＡＸ 098-998-9893

第25回ナイスハー
トバザールイン沖
縄

　県内の社会就労センター等の製品
を一堂に集め、即売会を実施するこ
とにより、広く県民に障害者の活動
状況及びセルプセンター活動の理解
促進を図り、併せて各施設製品の品
質向上と販路拡大を図る。

場　所

11/21 土 11/22 日
主　催

連絡先

11/28 土 － － 午前10時～

主　催

連絡先

09 YOU・I（ゆ
い）フェスティバ
ルin沖縄

　県内の知的障害施設利用者が、日
頃より取り組んでいる各種文化活
動・芸術活動の成果を発表する場を
設けることにより、相互交流を図る
とももに、県民の障害者に対する関
心と理解を深め、障害者の自立と社
会参加の増進を図ることを目的とす
る。

場　所

可

11/24 火 11/27 金

沖縄県身体障害者
福祉展出展作品展
示会（名護市）

　第４９回沖縄県身体障害者福祉展
へ出展した名護市の作品を市役所ロ
ビーで展示する。

場　所

可

主　催

連絡先

11/23 月 － －

南大東村社協展 障害者週間のポスター掲示、チラ
シ、パンフレット等に配付

場　所

可

主　催

連絡先

第25回宮古地区障
がい者フェスティ
バル

　「誰もが幸せに暮らせる社会、と
もに生きる社会」を目指し、宮古地
区の障がい者（児）及びその家族、
各障がい者団体、ボランティア等が
参加し、舞台発表・ゲームコー
ナー・パネル展示・即売コーナーを
設け、交流、相互理解を図るととも
に、地域社会のノーマライゼーショ
ンの実践に向けての機会となること
を目的とする。

場　所

11/22 日 － － 可
主　催

連絡先

可
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開始 曜日 終了 曜日
期間

行事名 行事の内容・連絡先等
一般
参加 備考

豊見城市中央公民館ホール

沖縄県
沖縄県身体障害者福祉協会

福祉保健部障害保健福祉課

電　話 098-866-2190

ＦＡＸ 098-866-6916

沖縄県庁４階講堂

沖縄県

福祉保健部障害保健福祉課

電　話 098-866-2190
ＦＡＸ 098-866-6916

うるま市健康福祉センターうるみ
ん
うるま市うるま市社会福祉協議会
うるま市社会福祉協議会

電　話 098-973-5459
ＦＡＸ 098-974-5306

うるま市障がい福祉課
電　話 098-973-5452
ＦＡＸ 098-973-5117

浦添市社会福祉センター

浦添市障がい児・者関係団体連絡
協議会
浦添市障がい児・者関係団体連絡
協議会

電　話 098-877-8226（浦添市社協）
ＦＡＸ 098-875-1613

沖縄県庁１階ロビー

沖縄県

沖縄県福祉保健部障害保健福祉課
電　話 098-866-2190
ＦＡＸ 098-866-6916

主　催

連絡先

障害者週間・福祉
展
（平成21年12月
７日から平成21年
12月11日まで）

　県庁１階ロビーにおいて、障害者
週間のポスター掲示、身体障害者補
助犬制度ポスター掲示等を行う。

場　所

可12/07 月 12/11 金

12/02 水 － －

平成21年度障害者
週間行事
「障害者週間の集
い」

　第1部として「心の輪を広げる体
験作文」及び「障害者週間のポス
ター」の沖縄県知事賞受賞者の表彰
式及び県知事賞の朗読、第2部とし
て平成21年度沖縄県福祉のまちづ
くり推進功労者表彰授賞式と事例発
表会、第3部としてユニバーサルデ
ザイン及びバリアフリーに関する専
門家の参加によるパネルディスカッ
ションを行う。

場　所

可
主　催

連絡先

11/29 日 － －

第43回沖縄県身体
障害者福祉大会

　本県の身体障害者や関係者等が一
堂に会し、身体障害者の福祉増進及
び関係施策の向上、更には、障害者
の「完全参加と平等」の実現をめざ
し、県民に身体障害者福祉により一
層の関心と理解を深め、身体障害者
の自立と社会参加の増進を図ること
を目的とする。

場　所

可

主　催

連絡先

12/05 12/06

うるみん健康・福
祉まつり

　うるみん健康・福祉まつりは多く
の市民と楽しみながら健康、福祉の
関心を高めて行くと同時にまつりの
中で「いきいき障がいフェスタ」を
開催し、障がい者が自分たちの作っ
た作品を紹介すると共に即売を行う
まつりです。

場　所

可

12/５（土）
AM 10時～
PM 19 時ま
で

12/６日
（日）AM
10時～PM
16時まで

主　催

連絡先

連絡先

12/05 土 － －

障がい児・者ふれ
あいクリスマス会

　市内在住の障がい児・者が一同に
会し親睦を深めることでお互いを理
解しあい、障がい者の地域参加を推
進する。

場　所

可

主　催

連絡先

土 日
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開始 曜日 終了 曜日
期間

行事名 行事の内容・連絡先等
一般
参加 備考

南城市大里庁舎・1階エントランス
ホール

南城市、南城市身体障がい者福祉
協会、NPO南城自立支援セン
ター、地域活動支援センター「野
の花」

南城市社会福祉課・障害福祉係
電　話 098-946-8996
ＦＡＸ 098-946-8997

宜野湾市役所一階ロビー及び正面
玄関
宜野湾市
宜野湾市役所障がい福祉課

電　話 098-893-4411

ＦＡＸ 098-893-4490

豊見城市役所庁舎１階ロビー

かざぐるま（豊見城市障がい福祉
関係事業所連絡会）
豊見城市福祉部

豊見城市障がい・長寿課
電　話 098-850-5320
ＦＡＸ 098-856-7046

浦添市福祉プラザ

浦添市ボランティア連絡協議会

浦添市ボランティア連絡協議会

電　話 098-874-4932

ＦＡＸ 098-874-4932

浦添市保険相談センター

生活支援センターあおぞら

浦添市保険相談センター

電　話 098-879-6644

ＦＡＸ 098-879-6654

12/07 月 12/11 金

障害者週間　・福
祉展示フェアー

　南城市身体障がい者福祉協会、南
城自立センター、地域活動センター
「野の花」、3障害の活動内容展示
会、商品販売、又、相談支援を行う
とともに障害者に対する関心と理解
を深め、障害者の自立と社会参加の
増進を図ることを目的としている。

場　所

可
主　催

連絡先

12/07 月 12/11 金

「第6回地域でがん
ばる仲間たち」パ
ネル展

　障害者週間の一環として宜野湾市
内の障害者団体等へ参加を呼びかけ
団体の活動内容の紹介パネル展及び
授産製品の展示・即売を行う。

場　所

可
主　催

連絡先

12月
中旬

－
12月

末
－

障がい者作品展 　障がいを持っている方々の絵画や
書道等の作品を展示し、地域住民へ
の障がい者に対する理解を深める。

場　所

可

主　催

連絡先

不可
（材
料準
備の
た

め）

1月 － － －

主　催

連絡先

新春もちつき大会

障害者週間パネル
展

　もちつきをとおして、精神障がい
者と家族・地域ボランティア、障が
い児との交流を図る。

場　所

12/07 月 12/11 金

・市内障害福祉作業所紹介
　パネル展示、作品紹介
・作品づくり体験
・相談コーナー
・オープニングセレモニー＆交流会

場　所

可
主　催

連絡先
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