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徳島県障がい者スポーツ協会設立記念事業開催
平成 29 年 1 月７日（土）徳島グランヴィリオホテルにて、県民に広く障がい者スポーツの啓発・広報
を行うとともに、2020 年東京パラリンピックに向けた機運熟成を図ることを目的とした設立記念事業を
開催しました。
当日は、飯泉知事をはじめ、多くのご来賓の方々のご列席を賜り、第 1 部「記念式典」
、第 2 部「リオ
2016 パラリンピック競技大会 柔道男子 66kg 級 銅メダリスト 藤本聰先生による記念講演会」、
第 3 部「ブラインドサッカー・ボッチャ・車椅子バスケットボールの体験イベント」が行われました。
記念講演会では参加者が熱心に耳を傾け、体験イベントでは地元のサッカー少年団の子どもたちを中心
に、初めて体験する競技に目を輝かせ、好プレーには大きな歓声が上がっていました。
定員をこえる約 200 名もの方々にお越しいただき、大盛況のうちに終了することが出来ました。

徳島県障がい者スポーツ協会 平成２9 年 3 月（Ｐ2）

感謝状を贈呈しました

布川

利彦

様（水泳）

江川

禎彦

様（陸上）

世直

一郎

様（陸上）

記念式典の中で、当協会小谷会長から、障がい者スポーツの発展と振興に多大な貢献をされた 3 名
の方々に感謝状が贈られました。現在に至るまで、主に全国障害者スポーツ大会徳島県出場選手団の
コーチとして強化練習の指導にあたり、ノーマピック・スポーツ大会の競技運営においても長年ご尽
力いただきました。今後ともご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

H２８年度

活動報告

○ボッチャ普及員講習会○
平成 28 年 12 月 10 日（土）
、11 日（日）の 2 日間にわたり、鳴門・大塚スポーツパーク アミノバ
リューホールにて、
「ボッチャ競技普及員講習会」を開催しました。
講師には、一般社団法人日本ボッチャ協会から普及局長の中空清江氏、普及局普及部長の宮坂昇氏を招
聘し、定員の 30 名をこえる参加者が講義及び実技を受講されました。

1 日目

講義

ボッチャの紹介
ボッチャの基本
コートの作成

2 日目

実技

審判、ラインズマンの役割
個人戦、団体戦、レクリエーション種目の紹介

徳島県障がい者スポーツ協会 平成２9 年 3 月（Ｐ3）

○地域における障がい者スポーツ普及促進事業○
地域出張スポーツ教室

H２８.９～H２９.２（県内 3 圏域 計１８回開催）
障がいのある人も無い人も、重度の障がい者も誰でも参加できる
ボッチャや、ニュースポーツの体験を中心とする出張スポーツ教室
を開催しました。
障がい者、そのご家族、支援者、総合型スポーツクラブ会員等を
対象に行い、3 圏域で合計 515 名の方が参加されました。
「楽しかった」という感想や、施設でボッチャを購入されたという
嬉しい報告も届いております。たくさんのご参加、ありがとうございました。

特別支援学校での選手育成事業

H２８.９～H２９.２（各校延べ８回 計１６回派遣）
県内２校の特別支援学校のご協力をいただき、クラブ活動や放課
後活動において、トレーナー、理学療法士等を派遣し、指導を行い
ました。本年度で２年目となりましたが、関係者の方々から好評を
得ることができ、続けてほしいとのお声もいただきました。
総合体力診断の結果では、生徒達の基礎運動能力の向上も確認で
きました。

○記録証交付式○

平成２９年２月１９日（日）センチュリープラザホテルにて、第１６回全国障害者スポーツ大会（希望郷

いわて大会）に出場された徳島県選手団の方々に小谷団長より記録証が手渡されました。
思い出話に花を咲かせ、笑顔あふれる式となりました。

○大会結果○
ノーマピック・ドッジボール大会

日時：平成２８年 １１月１０日（木）
場所：鳴門・大塚スポーツパーク（アミノバリューホール）
結果：１位 淡島 A チーム
２位 草の実学園
３位 希望の郷

ノーマピック・ペタンク大会

日時：平成２９年 １月３０日（月）
場所：障がい者交流プラザ 体育館
結果：１位 藍住町身障会 A チーム
２位 三好市山城 A チーム
３位 石井町 A チーム
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H２９年度

事業計画

○障がい者スポーツ大会の開催○
地域における障がい者の相互交流及び体力の維持増進を図るため、ノーマピック・スポーツ大会及び、
種目別スポーツ大会を開催します。

＜開催種目＞
ノーマピック・スポーツ大会
カローリング大会
フライングディスク大会
☆ボッチャ大会<new>
※日程は行事予定表（P６）に記載

○全国障害者スポーツ大会への選手団派遣○
障がい者スポーツの全国的な祭典であり、障がいのある選手が大会に参加し、競技を通じスポーツ
の楽しさを体験するとともに、全国の仲間と交流する「全国障害者スポーツ大会」に徳島県選手団を
派遣します。
（５月開催のノーマピック・スポーツ大会が選考記録会となります。
）
＜第１７回全国障害者スポーツ大会 笑顔つなぐえひめ大会＞
大会期日： 平成２９年１０月２８日（土）～１０月３０日（月）
派遣期間： 平成２９年１０月２６日（木）～１０月３１日（火）
大会会場： 愛媛県総合運動公園陸上競技場 他
派遣予定人数： ６２名（個人競技選手２９名 役員３３名）

（第 16 回全国障害者スポーツ大会

希望郷いわて大会の写真）
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○障がい者スポーツ教室・講習会等の開催○
（１）障がい者スポーツ指導員設置事業
大会運営の協力、講習会、スポーツ教室に指導員を派遣し、障がい者スポー

指導員の派遣

ツの普及促進に努めます。

指導員養成講習会の開催

初級障がい者スポーツ指導員養成講習会を開催します。※H30.2 月開催予定

（２）地域における障がい者スポーツ普及促進事業
県央、県南、県西の 3 ブロックに分け、
地域出張スポーツ教室の開催

ボッチャを中心としたニュースポーツ
の教室を行います。

スポーツ普及促進事業

ノーマピック・ボッチャ大会の開催
トレーナー等の派遣

スポーツ教室参加者の練習の成果を発
表する場として大会を行います。
専門家を派遣し、競技力、基礎体力、
運動能力の向上を目指します。
国府支援学校の生徒を対象に 7 月と 2

スポーツ総合体力診断

月に総合体力診断を行い、結果を比
較・検証します。
競技力向上を目指し、国府支援学校と

特別支援学校での

バスケットボールクラブとの交流

選手育成事業

他校との合同練習及び交流試合を行い
ます。

中国・四国ブロック予選会を突破し、徳島県から全国障害者スポーツ大会へ
団体競技サポート強化事業

の出場を目指して、チームに対し、競技団体等から指導者を派遣し、競技力
向上を目指します。また、知的障がい者の団体育成のため、講習会を開催し、
競技人口の拡大に努めます。

new

小・中学校の特別支援学級に在籍する児童・生徒を対象にスポーツの原点で
知って楽しむ

ある「楽しさ」を通じて、基本的運動能力の向上や障がい者スポーツへの取

ジュニアスポーツ体感事業

り組みの機会を増やすため、スポーツ教室を開催し、継続したスポーツ活動
への参加につなげるための環境づくりをしていきます。

○協会運営○
スポーツに取り組む障がい者と関係団体や競技団体等をつなげる連絡・協力体制を構築するとと
もに、仲間、場所、指導者のコーディネートを行い、支援体制を確立します。
啓発・広報事業
クラブチームへの支援
障がい者スポーツ推進のための相談と
連携づくりの支援

HP の充実、広報誌の発行等を行い、情報の発信を行います。
HP でのクラブ紹介にて、会員募集、指導者等の連携を図ります。
競技やクラブ等の紹介、体験会を実施します。

スポーツ用具の無料貸出（詳しくは、協会にお問合せ下さい）
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○平成２９年度
月

徳島県障がい者スポーツ協会行事予定○

日

曜日

行 事

会場

１３

土

ノーマピック・スポーツ大会
（ボウリング）

スエヒロボウル

１４

日

ノーマピック・スポーツ大会
（サウンドテーブルテニス）

障がい者交流プラザ体育館

２０

土

ノーマピック・スポーツ大会
（陸上競技、フライングディスク）
ポカリスエットスタジアム
予備日：６月１２日（月）

２８

日

ノーマピック・スポーツ大会
（水泳、卓球）

障がい者交流プラザ体育館

全国障害者スポーツ大会選手選考委員会

障がい者交流プラザ

ボッチャ地区大会（県南部地域）＜new＞

阿南市スポーツ総合センター
（予定）

４月

※５月

６月

中旬
１５

土

７月

全国障害者スポーツ大会
選手団打ち合わせ

下旬

アミノバリューホール
（予定）

８月

２０

日

ボッチャ地区大会（県央部地域）＜new＞ 障がい者交流プラザ体育館

９月

２３

土

ボッチャ地区大会（県西部地域）＜new＞ 池田総合体育館

１０月

１１月

上旬

ノーマピック・カローリング大会

アミノバリューホール

２６（木）
～
３１（火）

第１７回全国障害者スポーツ大会
徳島県選手団の派遣

愛媛県

２５

ノーマピック・ボッチャ大会
アミノバリューホール
（県下全域対象）＜new＞

土

１２月
１月

中旬

全国障害者スポーツ大会記録証交付式

上旬～中旬

初級障がい者スポーツ指導員養成講習会
障がい者交流プラザ（予定）
（全４日間 計１８時間）

中旬

ノーマピック・フライングディスク大会

２月

障がい者交流プラザ

アミノバリューホール

３月
※５月開催のノーマピック・スポーツ大会は、１０月に開催される第 17 回全国障害者スポーツ大会（笑顔つな
ぐえひめ大会）の選考記録会となります。
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あたたかいご支援ありがとうございます
心より御礼申し上げます
○皆様から、頂いた会費及び寄附金は、障がい者スポーツの啓発・発展のために大切に使わせていただいております。

寄附・寄贈御礼
NHK 厚生文化事業団

様

歌謡チャリティーコンサート静岡講演の収益金より、競技用具を寄贈いただきました。
・レース用車椅子 ・デジピストル ・ショルダー型メガホン ・ケンコーボッチャセット
・アキュラシーゴール ・ディスゲッター9 ・キンボール

阿波総合開発株式会社 徳島カントリー倶楽部 様

障害者スポーツ振興のために、金壱拾萬円のご寄附をいただきました。

徳島県障がい者スポーツ協会正会員

※H２９.３現在（敬称略・順不同）

・社会福祉法人 徳島県社会福祉事業団

・社会福祉法人 徳島県身体障害者連合会

・社会福祉法人 徳島県手をつなぐ育成会

・徳島県知的障害者福祉協会

・徳島県精神保健福祉協会

・一般財団法人 徳島県スポーツ振興財団

・徳島県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会

・徳島県障害者スポーツ指導者協議会

・徳島県トレーナー協会

・岡田企画株式会社

・NPO 法人

・公益財団法人 徳島県体育協会

スペシャルオリンピックス日本・徳島

・一般財団法人 徳島陸上競技協会

・徳島県水泳連盟

・徳島県卓球協会

・徳島県身体障害者アーチェリー連盟

・徳島県障害者フライングディスク協会

・徳島県商工会議所連合会

・徳島県商工会連合会

・徳島県中小企業団体中央会

・徳島県経営者協会

・一般社団法人 徳島経済同友会

・一般社団法人 徳島県医師会

・公益社団法人 徳島県理学療法士会

・徳島県保健福祉部

・徳島県県民環境部

・徳島県教育委員会

・徳島県特別支援学校長会

・徳島県市長会

・徳島県町村会

・一般社団法人 徳島県歯科医師会

・日亜化学工業株式会社

・株式会社阿波銀行

・公益社団法人 徳島県看護協会

・徳島ビルメンテナンス協同組合

・阿部商事株式会社

・株式会社環境ビルサービス

・菊池産業株式会社

・有限会社サンビ

・四国ビル管理株式会社

・四国ビルメン株式会社

・総合ビル・メンテム株式会社

・大平ビルサービス株式会社徳島営業所

・株式会社ティビィケイ

・株式会社徳島四国ダイケン

・徳島美装工業株式会社

・鳴門美装株式会社

・株式会社泊洋商事

・本州ビル管理株式会社

徳島県障がい者スポーツ協会賛助会員
・株式会社四国ダイケン

※Ｈ２９.3 現在（敬称略・順不同）
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インフォメーション
○クラブチーム紹介のお知らせ○
今後、当協会のホームページや広報誌にスポーツクラブの紹介コーナーを掲載していきます。
掲載を希望されるクラブチームは、当協会までご連絡ください。
なお、希望多数によりすべてを掲載できない場合は、順次掲載していきます。

○大会・イベント情報掲載のお知らせ○
当協会ホームページに「スポーツ大会・イベント」情報を掲載しませんか？
掲載を希望される方は、当協会までご連絡ください。

○会員と賛助会員募集のお知らせ○
当協会は、関係者間のネットワーク形成を図り、障がい者が日常的にスポーツを楽しむ環境づくり
や競技力の向上に取り組むことにより、総合的な障がい者スポーツの振興を図り、障がい者の健康増
進や社会参加を促進する事業を行っていきます。
この協会の目的に賛同し、協会運営に参加・援助していただける正会員・賛助会員を募集します。

区分

年会費

個人会員

１口

１，０００円

団体会員

１口

３，０００円

＜正会員・賛助会費納入方法＞
〇入会には、入会申込書の提出をお願いします。
〇会費は、所定の振込用紙（郵便局）でお振込みください。
（振込手数料は協会が負担します。
）
〇賛助会員の資格は、会費を納入いただいた年度に限り有
効です。
※詳しくは、当協会までお問い合わせください。

当協会ホームページが開設しました。
http://www.kouryu-plaza.jp/t-paraspo/
なお、営利目的等の活動に関係するイベント情報等の掲載は致しません。

徳島県障がい者スポーツ協会
〒770-0005 徳島県徳島市南矢三町 2 丁目 1－59
社会福祉法人徳島県社会福祉事業団内
電

話 088-634-2000

ＦＡＸ 088-634-2020

