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頑張るんじょ！とくしま
パラスポーツフェスティバル
平成３０年１月２７日（土）
、１月２８日（日）の 2 日間、徳島県障がい者スポーツ協会１周年記念事業「頑
張るんじょ！とくしまパラスポーツフェスティバル」を日本障がい者スポーツ協会の助成金を受けて開催し
ました。
このフェスティバルは、多くの県民の方々をはじめ、スポーツ関係者、小中高生、教員等が障がい者ス

ポーツの体験を通して、障がいや障がい者スポーツの理解を深めることを目的に行われ、２日間で延べ
１０００名の参加者がありました。

（車いすテニス実演中の岡部裕子氏）

（シッティングバレーボール）

障がい者トップアスリート講演会
「スポーツが人生を豊かにする ～車いすテニスと出逢って変わった世界～」
平成３０年１月２７日（土） 講師：岡部 裕子 氏（北京・ロンドンパラリンピック車いすテニス日本代表）
徳島グランヴィリオホテル

知って得するジュニアスポーツ育成方法講演会
「身体のリセットと身体づくり ～普段からの意識方法～」
講師：遠藤 恭弘 氏（理学療法士 徳島県トレーナー協会前会長）
パラスポーツ、ニュースポーツ実演・体験会【同時開催

平成３０年１月２８日（日）
徳島県立障がい者交流プラザ

共生共楽スポーツフェスタ】

プール：ストレッチ講習（障がい者スポーツトレーナー：海部

忍氏）
、シンクロ発表会

体育館：車いすテニス、シッティングバレーボール、車いすバスケットボール、
ボッチャ、フライングディスク、競技用補装具展示

他
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参加者の皆さまからは、
「楽しかった」
「また参加したい」といった声が聞かれ、障がい者スポーツを知って
いただくよいきっかけとなったようです。参加して下さった皆さま、講師の岡部先生、遠藤先生、海部先生、
そして各連携団体の皆さま、ありがとうございました。

（講演会：遠藤

（講演会：岡部 裕子氏）

（車いすバスケットボール）

感

謝 状

恭弘氏

アシスタント：海部

忍氏）

（シンクロナイズドスイミング）

（ボッチャ）

贈 呈
一般財団法人

徳島陸上競技協会

様

徳島県障害者フライングディスク協会
徳島県トレーナー協会

様

様

平成３０年１月２７日（土）
、
「頑張るんじょ！とくしまパラスポーツフェスティバル」のオープニングセ
レモニーの中で、当協会小谷会長から、永年に渡り障がい者スポーツの発展に功労があった３団体に対して
感謝状が贈られました。障がい者スポーツ大会の競技運営をはじめ、全国障害者スポーツ大会徳島県選手団
の強化指導やスポーツ教室、講習会への指導者派遣等、障がい者スポーツの促進に多大なご尽力をいただい
ております。今後とも本県の障がい者スポーツの振興、発展にご協力いただきますようお願い申し上げます。

（徳島陸上競技協会様）

（徳島県障害者フライングディスク協会様）

（徳島県トレーナー協会様）
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H２９年度

活 動

報 告

【知って親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、お申込みいただいた学校に赴
き、スポーツ教室を開催しました。経験したことを吸収し、習得する力が素晴らしく、この時期の子ども
達の潜在能力や可能性の高さに大変驚かされました。ご参加いただいた学校関係者のみなさま、ご協力い
ただいた講師の皆さま、ありがとうございました。
＜ジュニアスポーツ体感教室内容＞
○種

目

○参加校

ストレッチ、サーキット運動、ボッチャ、フライングディスク、カローリング等
高志小学校、山口小学校、津田小学校、木頭小学校、北島小学校、千松小学校、内町小学校、
八万南小学校、藍住東小学校、阿南第一中学校、応神小学校、富田小学校、和田島小学校、
江原南小学校、北島南小学校、佐古小学校、神宅小学校（敬称略

順不同）

【団体競技サポート強化事業】
全国障害者スポーツ大会への出場を目指し、徳島県代表の団体チームに対し、各競技団体等から指導者
の派遣及び選手育成講習会を行い、競技力向上を目指しました。
①精神障がい・バレーボール競技

（徳島県精神障がい者バレーボール委員会）

②聴覚障がい・バレーボール競技

（徳島県聴覚障害者福祉協会）

③車いすバスケットボール競技 （徳島車椅子バスケットボールクラブ）
④視覚障がい・グランドソフトボール競技

（徳島県グランドソフトボールクラブ）

⑤知的障がい・バスケットボール競技 （徳島県ノーマピックバスケットボールクラブ）
⑥知的障がい・ソフトボール競技

（徳島県選抜ソフトボールチーム）

【地域における障がい者スポーツ普及促進事業】
○出張スポーツ教室○
徳島県内３圏域（県央部・県西部・県南部）

○特別支援学校での選手育成事業○

平成２９年９月から平成３０年２月まで、

において、ボッチャ、フライングディスク、カ

県内 2 校のクラブ活動において、トレーナー

ローリングの出張スポーツ教室を開催しまし

等派遣による指導を行いました。

た。

徳島県障がい者スポーツ協会 平成３０年３月（Ｐ4）

【初級障がい者スポーツ指導員養成講習会】
平成３０年２月３日（土）
、４日（日）
、１０日（土）
、１１日（日）の４日間、日本障がい者スポーツ協会
公認「初級障がい者スポーツ指導員養成講習会」を開催しました。予定していた定員を大幅にこえる５2 名の
方が参加され、熱心に受講されました。
日にち
２月３日

講義項目
土

２月４日

日

２月１０日

土

講

障がい者福祉施策と障がい者スポーツ（２時間）

徳島県障がい福祉課

ボランティア論（２時間）

とくしま県民活動プラザ

全国障害者スポーツ大会の概要（１時間）

徳島県障がい者スポーツ協会

障がい者スポーツの意義と理念（２時間）
障がいに応じたスポーツの意義と理念（３時間）

係長 篠原

高知県立障害者スポーツセンター

（計３時間）

アーチェリー

徳島県身体障害者アーチェリー連盟

健一

崇

会長

宮本

清一

教授 夛田羅

勝義

①精神障がい

徳島県精神保健福祉センター

②身体障がい

徳島県障がい者相談支援センター

次長 藤原 里美

③知的障がい

徳島県障がい者相談支援センター

主任 早渕 美和子

障がい者スポーツ指導者制度（１時間）

大 会 結

山下

理香

審判 田村 茂美

徳島文理大学保健福祉部看護学科

（公財）日本障がい者スポーツ協会公認

H２９年度

桒田

専門員 笹岡 真

日本視覚障害者卓球連盟

（計５時間）

主任

プランニングマネージャー

サウンドテーブルテニス

障がいの理解とスポーツ
日

磯部 慎二

課長補佐

障がい者との交流

安全管理（２時間）

２月１１日

師

徳島県障がい者スポーツ協会

課長補佐 濱堀 由美

係長 篠原 崇

果

ノーマピック・カローリング大会

ノーマピック・フライングディスク大会

平成２９年１０月１２日(木)

平成３０年１月１３日（土）

鳴門・大塚スポーツパーク

アミノバリューホール

鳴門・大塚スポーツパーク

淡島 A

優

準優勝

かみなか B

準優勝

吉野川育成園 A チーム

第３位

草の実学園チーム２

第３位

淡島 A

優

勝

勝

アミノバリューホール

あじさい会

徳島県障がい者スポーツ協会 平成３０年３月（Ｐ5）

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

※H３０．３現在（敬称略・順不同）

【団体会員】
・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

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

徳島県スポーツ振興財団

徳島県体育協会

・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

・公益社団法人

徳島県理学療法士会

徳島県医師会

・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

・徳島県精神障害者家族会連合会

・徳島県ボッチャ協会

【個人会員】
板東 周史

○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

＜正会員・賛助会費納入方法＞

年会費

個人会員

１口

１，０００円

団体会員

１口

３，０００円

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。

徳島県障がい者スポーツ協会 平成３０年３月（Ｐ6）

H３０年度

事 業 計

画

１ 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、
全県を対象とした種目別スポーツ大会を実施します。

【開催種目】
ノーマピック・スポーツ大会（全国障害者スポーツ大会選考会）
○陸上 ○フライングディスク ○水泳

○卓球 ○ボウリング

ノーマピック・ボウリング大会
ノーマピック・ドッジボール大会
ノーマピック・ボッチャ大会

2

全国障害者スポーツ大会への選手団の派遣

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。

【第１８回全国障害者スポーツ大会 福井しあわせ元気大会】
大会期日： 平成３０年１０月１３日（土）～１０月１５日（月）
派遣期間： 平成３０年１０月１１日（木）～１０月１６日（火）
大会会場： 福井県営陸上競技場 他
派遣予定人数：４８名（個人競技選手２１名 役員２７名）

３
（1）

障がい者スポーツ教室・講習会等の開催
障がい者スポーツ指導員設置事業

障がい者スポーツに関する知識、技術等を有したスポーツ指導員を設置し、障がい者スポーツの普及、
促進を図ります。
指導者の派遣

各種大会、講習会、出張スポーツ教室へ指導員を派遣します。
初級障がい者スポーツ指導員養成講習会を開催します。H31.２月開催予定

指導員養成講習会の開催

（参加希望者増加のため、本年度も講習会を行います。指導者等の人員確保に
もつなげ、２０２０東京オリンピック・パラリンピックに向けて、県内の障が
い者スポーツの活性化を目指します。
）

徳島県障がい者スポーツ協会 平成３０年３月（Ｐ7）

（2）

知って親しむジュニアスポーツ体感事業

障がいのある児童・生徒を対象に、親しみやすいスポーツ教室を開催し、学童期からスポーツに親しむた
めの環境づくりを行います。また、
「親しむ」から「育成」へと発展させて行うことにより、教員や指導者
に向けて、ジュニア育成方法を当協会から発信していきます。

（3）

団体競技サポート強化事業

全国障害者スポーツ大会中国・四国ブロック予選会の突破を目指して、6 競技団体のチームに対して、専
門性のある指導者やスタッフを定期的に派遣し、団体競技力の向上・育成を図ります。

（4）

車いすバスケットボールふれあい交流事業

＜新規＞

車いすバスケットボールの研修会及び強化練習を行い、ふれあい交流大会
を開催します。

（5）

地域における障がい者スポーツ普及促進事業

地域において、障がい者が継続的にスポーツに参加できる環境づくりのために実施します。
出張スポーツ教室
トレーナー等の派遣

県央・県南・県西の各圏域において、ニュースポーツの教室を行います。
特別支援学校において、基本的運動能力の向上に向けたプログラムを作成
し、指導方法も伝えていきます。
県東部、西部地区の支援学校バスケットボールクラブを対象に、個々の体

特別支援学校での選手育成

力・技術向上を図ります。教育機関、スポーツ競技団体、トレーナー等と連
携し、各学校でジュニア育成が継続的に行える環境を整えていきます。

バスケットボールクラブとの交流

（6）

選手育成で取り組んだトレーニングの最終確認及び成果の発表の場として、
一般校のバスケットボールクラブを含めた交流戦を行います。

障がい者スポーツ理解促進事業

講演会や障がい者スポーツ体験イベント等を開催し、障がい者スポーツの理解促進を図ります。

４

協会運営

障がい者が日常的にスポーツを楽しむ環境づくりや、競技力向上等の取り組みを行い、協会の事業推進体
制の強化を行います。
啓発・広報活動
スポーツ用具の無料貸出
事業推進委員会（仮称）の設置

ホームページの充実、広報誌の発行等を行い、障がい者スポーツに関する効
果的、効率的な情報の発信を行います。
各種スポーツの振興に努めます。
県内の障がい者スポーツ団体が実施する事業に対して補助を行い、広く県民
が障がい者スポーツを楽しむことができる環境づくりを進めます。

徳島県障がい者スポーツ協会 平成３０年３月（Ｐ8）

H３０年度
月

日

曜日

１２

土

１３

日

１９

土

２７

日

徳島県障がい者スポーツ協会

行事予定

行 事

会 場

4月

5月

ノーマピック・スポーツ大会（ボウリング）
ノーマピック・スポーツ大会
（サウンドテーブルテニス）
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）

スエヒロボウル
障がい者交流プラザ体育館

ポカリスエットスタジアム

ノーマピック・スポーツ大会（卓球、水泳）

障がい者交流プラザ体育館

6月

中旬

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（予定）

7月

中旬

ボッチャ地区大会

県南（予定）

ノーマピック・ボウリング大会

スエヒロボウル

全国障害者スポーツ大会選手団打合せ

障がい者交流プラザ（予定）

上旬

８月
９月
１０月

１１月

土・日

中旬
下旬

土・日

ボッチャ地区大会

県西（予定）

下旬

土・日

ボッチャ地区大会

県央（予定）

上旬

土・日

全国障害者スポーツ大会選手団最終打合せ

障がい者交流プラザ（予定）

１1 日（木） 第１８回全国障害者スポーツ大会
～
１６日（火） 徳島県選手団の派遣

福井県

中旬

平日

ノーマピック・ドッジボール大会

未定

下旬

土

ノーマピック・ボッチャ大会（県大会）

未定

下旬

土・日

障がい者スポーツ普及促進フェスティバル（仮称） 障がい者交流プラザ（予定）

下旬

土・日

全国障害者スポーツ大会記録証交付式

障がい者交流プラザ（予定）

１２月

１月
２月

（４日間）

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）

３月

３

特別支援学校バスケットボール交流戦

アミノバリューホール（予定）

日

※5 月開催のノーマピック・スポーツ大会は、１０月開催の第１８回全国障害者スポーツ大会（福井しあわ
せ元気大会）の選考記録会を兼ねて行います。

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

TEL：088（634）2000

FAX：088（634）2020

（社福）徳島県社会福祉事業団内
HP：http://kouryu-plaza.jp/t-paraspo/

