徳島県障がい者スポーツ協会 平成２9 年 7 月（Ｐ1）
発

行

徳島県障がい者スポーツ協会

ＴＥＬ

088-634-2000

ＦＡＸ

088-634-2020

ＶＯＬ.3

ノーマピック・スポーツ大会開催
え がお

第 17 回全国障害者スポーツ大会（愛顔つなぐえひめ大会）の選考記録会であるノーマピック・スポー
ツ大会が、各日程で開催されました。このノーマピック・スポーツ大会は、徳島県内で最も大きな障が
い者スポーツの大会となります。今大会も 400 名をこえる方が参加され、笑顔がはじける素晴らしい大
会にすることが出来ました。開催にあたり、各競技団体、徳島県トレーナー協会、障がい者スポーツ指
導員、徳島県医療福祉専門学校の皆様をはじめ、運営に携わっていただきました多くの皆様、ご協力あ
りがとうございました。

月

5月

日

曜日

種目

場所

13

土

ボウリング

スエヒロボウル

14

日

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

陸上競技、フライングディスク

鳴門大塚スポーツパーク

28

日

水泳、卓球

障がい者交流プラザ体育館
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★選手のみなさんお疲れ様でした

ご参加ありがとうございました★
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全国障害者スポーツ大会出場選手が決定しました
平成２９年６月 8 日（木）
、徳島県立障がい者交流プラザ会議室において、第１７回全国障害者スポ
え がお

ーツ大会（愛 顔 つなぐえひめ大会）の選手選考委員会が行われ、出場選手２９名が決定しました。
応援よろしくお願いします。

え がお

＜第 17 回全国障害者スポーツ大会（愛 顔 つなぐえひめ大会）＞
大会期日：平成 29 年 10 月 28 日（土）～平成 29 年 10 月 30 日（月）
大会会場：愛媛県総合運動公園陸上競技場 他
競技

陸上競技

水泳
アーチェリー
卓球
サウンドテーブルテニス

フライングディスク

ボウリング

選手氏名

障害区分

所属

髙井 俊治

身体

中林 正明

身体

長井 忠志

身体

蓑手 道代

身体

眉山園

友竹 幸子

身体

眉山園

大宅 忠利

身体

眉山園

大﨑 恵

知的

希望ホーム

露田 稔

知的

希望の郷

松浦 魁星

知的

板野支援学校

池田 竜也

知的

国府支援学校

長尾 幸輝

知的

国府支援学校

大田 拓真

知的

みなと高等学園

板東 拓未

知的

みなと高等学園

新宮 直樹

身体

佐條 和美

身体

植田 雅博

知的

板野支援学校

岡田 裕馬

知的

愛育会地域総合生活支援センター

石井 晴子

身体

濱本 有信

身体

山下 歩

知的

国府支援学校

財田 亜耶

知的

愛育会地域総合生活支援センター

樫原 糾

身体

薦田 勇人

身体

八幡 惠

身体

佐々木 由子

身体

松浦 芳幸

知的

箸蔵山荘

中山 裕史

知的

春叢園

城福 守

知的

春叢園

佐古 正秋

知的

愛育会地域総合生活支援センター

日亜パラスポーツクラブ

～選手に選ばれた皆様、おめでとうございます～
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Ｈ２９年度

新規事業紹介

○知って楽しむジュニアスポーツ体感事業○
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。
現在、スポーツ教室開催について、ご協力いただける学校を募集しております。
是非、当協会までお問合せください。

○団体競技サポート強化事業○
徳島県から全国障害者スポーツ大会への出場を目指して、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競技育成のため、講習会を開催し、競技人口の
拡大に努めます。

☆知的障がい・ソフトボール競技（参加者募集中）
＜競技育成講習会＞
実施日：H29 5/14（日）終了、10/22（日）
、11/12（日） 計 3 回
時

間：午前 9 時半から正午まで

会

場：鳴門市衛生センターグランド

※実施会場への交通手段が確保できない場合は、徳島県立障がい者交流プラザを
発着とする送迎車を手配する予定です。

○ボッチャ大会の開催○
当協会ではこれまで、県内における地域出張スポーツ教室等でボッチャの普及に努めてきました。今年
度は、スポーツ教室参加者の練習の成果を発揮する場として、下記の日程で大会を開催します。
大会は、県内を県南部、県西部、県央部の３ブロックに分けた地区大会と県内全域を対象とした県大会
を開催します。たくさんの方のご参加をお待ちしています。
※ 詳細が決定次第、HP や文書にてご案内いたします。

日にち

行事

会場

７/１５(土)

ボッチャ地区大会（県南部）

阿南市スポーツ総合センター

８/２０(日)

ボッチャ地区大会（県央部）

障がい者交流プラザ体育館

９/２３(土)

ボッチャ地区大会（県西部）

池田総合体育館

１１/２５(土)

ノーマピック・ボッチャ大会（県下全域） アミノバリューホール
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H２９年度

大会・イベント案内

＜協会主催＞
☆ノーマピック・カローリング大会（隔年開催）
日時：H29 10/12（木）
午前 9 時 30 分～午後 3 時（予定）
場所：アミノバリューホール

（H27 年度 カローリング大会の様子）

☆ノーマピック・フライングディスク大会（隔年開催）
日時：H30 1/13（土）
午前 9 時 30 分～午後 3 時（予定）
場所：アミノバリューホール
※詳細が決定次第、HP や文書にてご案内いたします。

（H27 年度 フライングディスク大会の様子）

寄附・寄贈御礼
NHK 厚生文化事業団様より「競技スポーツ用具」をご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
×2
・アキュラシ―ゴール×2
・ディスゲッター９×2
・キンボール

徳島カントリー倶楽部様からのご寄附で「スポーツ用具」を購入させていただきました
・ラダー×2
・ソフトコーン×2
・マーカーセット×2
・ステップハードル×2
・ケンステップ×2
・ソフトメディシンボール×2
・フォームローラー×2
・ボディーボール×2
・シャッフルボードキュー×2
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報

告

徳島県の応援旗ができました！
5 月に開催されたノーマピック・スポーツ大会で、徳島県の応援
旗が初披露されました。
応援旗の言葉は、第 16 回全国障害者スポーツ大会（いわて大会）
に出場された選手、役員の皆様に考えていただきました。
その中から、フライングディスクに出場された梶本義則選手の
「夢に向かって!! 」に決定させていただきました。梶本選手は、い
わて大会で見事に金メダルを獲得されています。
また、徳島県をイメージする藍色をメインにした応援旗、
「がんばるんじょ!!徳島県」も作成しました。今後、全国障害者ス
ポーツ大会をはじめ、様々なスポーツ大会で使用していきます！

競技中の梶本選手

応援旗は貸し出しもしておりますので、大会等で使用されたい方は、当協会までお問合せください。

講

師

派

遣

障がい者スポーツセンター様からの依頼で、
「ボッチャ競技」の指導を行いました。
成人無料講座【体育館】

ボッチャを楽しもう

水曜日 16:00～16：50（募集期間終了）
このボッチャ教室は、障がいのある方もない方も誰もが参加し、一緒に
楽しめる講座です。
今回、障がい者スポーツセンター様よりお話を頂き、当協会職員が講師
として参加させていただきました。
今後も障がい者スポーツセンター様と協力し、障がいがある方のスポー
ツ活動へのきっかけ作りや障がい者スポーツの普及促進を行います。
※当協会ではご依頼を受けた施設等に出向き、ニュースポーツ等の指導を行っております。また専門の
指導を受けたいというご希望には、その競技に関して専門性の高い講師を派遣し、障がい者スポーツの
普及促進に努めております。
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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～

徳島県障がい者スポーツ協会正会員

※H２９.6 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

○正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。
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団

体

紹 介

○徳島県ボッチャ協会○

当協会主催の「出張スポーツ教室」
「ボッチャ講習会」等で、ご協力をいただいている「徳島県ボッチ
ャ協会」様のご紹介をさせていただきます。
徳島県ボッチャ協会は、昨年８月に発足してから、毎月 1 回の定例会をし、よ
り良い会に成長できるように研鑽しております。そして昨年の活動に続き、今年
度もイベント、大会、研修会、講習等が決まってきております。
当協会は、徳島県においてボッチャ競技の振興と普及を促進し、ボッチャを通
じて社会参加・地域交流を援助・支援するとともに、情報を提供する拠点となる
H28 年度 出張スポーツ教室の様子
（手前の審判が永井会長）

ことを目的として活動しております。
障害の有無にかかわらず、誰もが楽しめるレクリエーションボッチャは参加者
の状況に合わせて、方法やルールを変えることで様々な形のものを提供すること
ができます。このような活動の中で、より高いレベルでの競技ボッチャへと進み、
日本選手権やパラリンピック等で活躍できる選手の支援・育成も考えておりま
す。まずは県民の皆様にボッチャ競技について知ってもらう為に、普及・啓蒙活
動を頑張っていきます。これからもどうぞ宜しくお願い致します。
徳島県ボッチャ協会会長

ボッチャ協会員 村上哲史さん

（事務局）徳島市末広三丁目 1-47

永井

明人

鍼灸マッサージ治療院 すえひろ堂内（メールアドレス）tokushimaboccia@gmail.com

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。
※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

http://www.kouryu-plaza.jp/t-paraspo/

