
問合せ

連絡先

〒590－0137 堺市南区城山台 5 丁 1 番 2 号

大阪府立障がい者交流促進センター（ファインプラザ大阪）内

ＴＥＬ ０７２（２９６）６３１１ ＦＡＸ ０７２（２９６）６３１３

ＵＲＬ http://www.osad.jp E-mail info@osad.jp

Instagram フォローお願いします！（インスタグラム）

@osaka.p.sports

CONTENTS

第 19 回大阪府障がい者スポーツ大会報告………………………………P1

第 19 回全国障害者スポーツ大会報告……………………………………P1,2

大阪府障がい者スポーツ協会事業報告・事業予定………………………P3

スポーツ観戦招待事業報告・予定…………………………………………P4

放課後こども総合プラン（おおさか元気広場）案内……………………P4

大阪府障がい者スポーツ大会知的障がい者団体競技案内………………P5

大阪府障がい者スポーツ協会ホームページ案内…………………………P5

障がい者スポーツ指導員等派遣システム案内……………………………P6

新規会員募集案内……………………………………………………………P7

第 19 回全国障害者スポーツ大会

「いきいき茨城ゆめ大会」

大阪府選手団 強化練習会風景



2019 年度大阪府障がい者スポーツ協会ニュース VOL28

- 1 -

■大会：第 19 回大阪府障がい者スポーツ大会

■日程：2019 年 5 月 12 日(日)～6 月 1 日(土) 

今年も大阪府の障がい者スポーツの祭典として「大阪府障がい者スポーツ大会」を開催いたしました。

今大会から卓球競技に精神障がい者の部が正式に追加されたこともあり、ますます活気あふれる大会となりました。

来年度も「参加者 1,000 名」を目標に、大会を開催していきます。

競技名 日　程 会　場 参加者数

陸上競技 2019 年 5 月 12 日（日） 万博記念競技場 339 名

水 泳 2019 年 5 月 18 日（土） 東和薬品 RACTAB ドーム 108 名

アーチェリー 2019 年 5 月 19 日（日） 浜寺公園アーチェリー場 7 名

ボウリング 2019 年 5 月 25 日（土） 桜橋ボウル 185 名

フライングディスク 2019 年 5 月 26 日（日） ファインプラザ大阪 134 名

卓球（ＳＴＴ含む） 2019 年 6 月 1 日（土） 東和薬品 RACTAB ドーム 130 名

計 903 名

■大会：第 19 回全国障害者スポーツ大会「いきいき茨城ゆめ大会」

2019 年 10 月 12 日（土）～14 日（月・祝）に予定していた第 19 回全国障害者スポーツ大会ですが、

台風 19 号の接近に伴う影響により、全日程「中止」となりました。

第 19 回全国障害者スポーツ大会に向けて準備や練習を重ねてきただけに非常に残念ではありますが、

来年度の第 20 回全国障害者スポーツ大会「燃ゆる感動かごしま大会」出場を目標に選手の皆さまには

また練習に励んでいただきたいと思います。

2020 年度の全国障害者スポーツ大会は鹿児島県で、

「2020 燃ゆる感動かごしま大会」が開催される予定です。
2019 いきいき茨城ゆめ大会 マスコット 2020 燃ゆる感動かごしま大会 マスコット

茨城国体承認 01 かごしま国体承認

第 1-149 号 第 1-31 号

ぐりぶーファミリー「ぐりぶー」

燃ゆる感動かごしま国体・燃ゆる感動かごしま

大会マスコット。頭の木としっぽの花が特徴。

「ぐりぶー」と「さくら」夫婦に加え，7 人の子ども

達が一致団結して，大会を盛り上げます。
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大阪府選手団は、団長 田中 進（社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会 常務理事）、副団長 宮村 誠一（大阪府障がい者スポー

ツ協会 専務理事）、役員、最年少 13 歳～最年長 81 歳までの選手、合計 137 名が参加予定でした。

大阪府代表選手・役員一覧
№ 競技名 市町村 氏名 № 競技名 市町村 氏名 № 役員 氏 名

1 陸上 太子町 市木 秋広 44 卓球 枚方市 伊藤 信子 1 団長 田中 進

2 陸上 和泉市 芋野 裕 45 卓球 枚方市 福村 健 2 副団長 宮村 誠一

3 陸上 寝屋川市 牛田 米子 46 卓球 箕面市 山田 優 3 医師 豊田 嘉清

4 陸上 泉南市 岡井 明子 47 卓球 貝塚市 下平 雅美 4 看護師 松林 愛友香

5 陸上 門真市 片山 住子 48 卓球 枚方市 野田 拓次朗 5 総務 淺井 宏純

6 陸上 泉佐野市 川合 裕人 49 卓球 枚方市 緒方 碩 6 総務 増馬 美佐子

7 陸上 河内長野市 北谷 宏人 50 卓球 岸和田市 黒木 勝 7 総務 奥村 好弘

8 陸上 枚方市 佐藤 公昭 51 卓球 吹田市 古田 悦子 8 総務 井上 惠輔

9 陸上 守口市 首藤 佳 52 卓球 枚方市 松尾 優花 9 総務 金城 七奈

10 陸上 寝屋川市 関口 晃 53 卓球 茨木市 山口 裕也 10 総務 福西 拓也

11 陸上 羽曳野市 田岡 勉 54 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 岸和田市 東 暁 11 総務 森本 有哉

12 陸上 吹田市 辻岡 恵子 55 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 岸和田市 井上 伊緒菜 12 総務 山﨑 実佳

13 陸上 高石市 久井 雅人 56 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 松原市 織谷 孝司 13 総務 森岡 孝夫

14 陸上 八尾市 福田 晃生 57 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 和泉市 来田 綾 14 総務 川瀨 祐貴

15 陸上 泉南市 福満 祐斗 58 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 和泉市 中山 忠正 15 総務 野口 博生

16 陸上 吹田市 間嶋 直樹 59 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 和泉市 中山 ミツ子 16 総務 吉野 太陽

17 陸上 泉南市 荒木 芽夢 60 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 和泉市 西江 忠男 17 陸上 大機 和正

18 陸上 大東市 井上 翔太 61 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 泉大津市 小滝 一徳 18 陸上 伊藤 文香

19 陸上 四條畷市 榎倉 佑馬 62 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 泉佐野市 定野 祐基 19 陸上 太田 果歩

20 陸上 守口市 起 汰陽 63 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 泉南市 中野 矩嗣 20 陸上 大村 文弘

21 陸上 交野市 古月 拓也 64 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 泉大津市 原 亮太 21 陸上 奥田 龍男

22 陸上 豊中市 坂口 修平 65 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 岸和田市 本田 浩平 22 陸上 葛城 裕也

23 陸上 阪南市 髙谷 海斗 66 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 吹田市 丸山 恭平 23 陸上 櫻井 悠人

24 陸上 和泉市 仲嶺 優李 67 ボウリング 豊中市 奥田 幸治 24 陸上 髙田 直

25 陸上 枚方市 東 千優 68 ボウリング 枚方市 齋藤 佳奈 25 陸上 眺野 詩

26 陸上 八尾市 平川 流星 69 ボウリング 寝屋川市 田伏 正憲 26 陸上 中尾 友紀

27 陸上 茨木市 松本 伸之助 70 ボウリング 岸和田市 中出 紀子 27 陸上 福田 浩之

28 陸上 寝屋川市 宮浦 健悟 71 ボウリング 枚方市 藤川 勝将 28 陸上 馬迫 雄次郎

29 陸上 和泉市 宮本 寛也 72 ボウリング 高槻市 松冨 琉也 29 陸上 間嶋 陵

30 陸上 阪南市 山口 惇也 73 バレーボール 茨木市 一色 朋子 30 陸上 松友 香奈枝

31 陸上 羽曳野市 山下 愛羅 74 バレーボール 茨木市 一色 弥生 31 陸上 村井 正信

32 水泳 熊取町 稲葉 潤也 75 バレーボール 島本町 井上 真葵 32 陸上 山中 晃司

33 水泳 吹田市 木下 麻奈美 76 バレーボール 吹田市 大石 真周 33 陸上 吉本 誠二

34 水泳 島本町 長尾 慶士 77 バレーボール 高槻市 音城 利紀 34 水泳 林 昌之

35 水泳 交野市 中島 彰 78 バレーボール 高槻市 菅 隆一 35 水泳 小早川 佳紀

36 水泳 高槻市 勝部 颯馬 79 バレーボール 高槻市 北川 博 36 水泳 高木 大輔

37 水泳 寝屋川市 橘高 孝太 80 バレーボール 高槻市 小西 諭 37 水泳 宮川 あかね

38 水泳 豊中市 白崎 貴志 81 バレーボール 高槻市 立岡 勇起 38 水泳 山田 昭人

39 水泳 茨木市 関 ケビン 82 バレーボール 高槻市 福島 康之 39 アーチェリー 岡野 邦男

40 水泳 摂津市 出口 瑛瑚 83 バレーボール 高槻市 古川 加代 40 卓球 藤本 成子

41 水泳 守口市 原田 知菜美 84 バレーボール 高槻市 細井 大佐 41 卓球 亀井 優子

42 アーチェリー 和泉市 天本 秀晃 42 卓球 柴本 衛

43 アーチェリー 摂津市 東原 幸子 43 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 長井 豊治

44 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 菊池 俊昭

45 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 新川 豊美

46 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 中島 作大朗

47 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 西河 鉄二

48 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 藤田 尚子

49 ボウリング 和田 秀樹

50 ボウリング 李 愛華

51 バレーボール 井澤 陽子

52 バレーボール 原 孝紀

53 バレーボール 中川 厳祐

第 19 回全国障害者スポーツ大会「いきいき茨城ゆめ大会」

大阪府選手団説明会での 1 枚！

大阪府広報担当副知事「もずやん」も激励に駆けつけてくださいました！
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■日程：2019 年 8 月 10 日(土)   

■会場：大阪府立障がい者交流促進センター(ファインプラザ大阪) 

■内容：「1 時間どのように指導するか～実際の指導法を学ぶ～」  

「1 時間どのように指導するか」ということをテーマに、準備から指導・解散まで、すぐに活用していただける内容で 

ボッチャとフライングディスクのプログラムの研修を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■日程：2019 年 8 月 17 日・18 日・24 日・25 日・11 月 9 日・10 日・16 日・17 日の計 8 日間   

■主催：大阪府立障がい者交流促進センター(ファインプラザ大阪) 

■協力：大阪府障がい者スポーツ協会 

 

 

■日程：2020 年 1 月 13 日(月・祝)（予定） 

■会場：淀川河川公園・枚方地区 

毎年、恒例になりました「新春走ろう会」ひらかたハーフマラソン視覚障がい者の部 

(10 ㎞・5 ㎞)を大阪府立枚方高等学校サッカー部のみなさんの協力のもと、開催いたします。 
 

 

 

■日程：2020 年 2 月 13(木)・14 日(金)（予定） 

■会場：東和薬品 RACTAB ドーム(大阪府立門真スポーツセンター) 

■協力：大阪府スケート連盟 

  冬季における障がい者スポーツの振興を図り、障がい者の自立と社会参加を促進することを目的に開催いたします。 

  大阪府スケート連盟の方が、それぞれのレベルに合わせて、班ごとにご指導いただけます。 

 

 

■日程：2020 年 2 月 23 日(日・祝)（予定） 

■会場：J-GREEN 堺 

  障がいのある方がスポーツを安全に楽しめる機会をつくり、自己の可能性へ挑戦するとともに、技術面のレベルアップ 

  を図ることを目的に開催いたします。今回は、講師にセレッソ大阪の選手をお招きし、基本からより高いレベルの内容 

  までご指導いただきます。 

 

 

障がいのある方がスポーツを安全に楽しめる機会を作り、自己の可能性へ挑戦するとともに、技術面のレベルアップを 

図ることを目的に全国障害者スポーツ大会種目である「知的障がい者フットベースボール教室」を開催いたします。 

（2019 年度は府立支援学校で開催予定） 

 

日本障がい者スポーツ協会の委託を受け、支援学校・支援学級など教育機関におけるスポーツ活動や運動部の活性化

をめざすため、また、障がい児・者のスポーツ環境に対する更なる充実化を図るため、スポーツ指導者を派遣します。 

 ■実績：小学校支援学級 4 校  中学校支援学級 1 校  支援学校 7 校 

 ■内容：ボッチャ・フライングディスク・車いすバスケットボール・体幹トレーニング・ふうせんバレー・マット運動 など 
 



2019 年度大阪府障がい者スポーツ協会ニュース VOL28

- 4 -

当協会では、障がい者の方々が国内トップレベルのスポーツを観戦し、スポーツのすばらしさを体感できるよう各競技団

体様のご協力を得てスポーツ観戦招待事業に取り組んでおります。昨年度より「賛助会員枠」を設け、当協会賛助会員の

皆様にもご参加いただいております。

当協会より派遣された指導員が、おおさか元気広場で子どもたちに障がい者スポーツを指導することにより、おおさか元

気広場の関係者の皆さんがその指導方法を今後の活動に生かせるよう、ご協力しています。

全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、一体型を中心とした放課後子ど

も教室のことを、大阪では「おおさか元気広場」と呼んでいます。

当協会は大阪府教育委員会と連携し、申し込みのあったおおさか元気広場へ

ボッチャやフライングディスクなど、子どもたちも参加できる実践型研修を実施しています。

競 技 名 大 会 名 日 程 招待人数

野 球
日本プロ野球パシフィック・リーグ 公式戦

ｵﾘｯｸｽ・ﾊﾞﾌｧﾛｰｽﾞ 対 北海道日本ﾊﾑﾌｧｲﾀｰｽﾞ
2019 年 8 月 25 日(日) 200 人

アメリカン

フットボール
2019 関西学生アメリカンフットボールリーグ 公式戦

2019 年 9 月 21 日(土) 

 9 月 22 日(日) 
50 人

車いすテニス
第 19 回大阪国際車いすテニストーナメント

（2019ＯＳＡＫＡ ＯＰＥＮ）

2019 年 9 月 26 日(木) 

～9 月 29 日(日) 
50 人

サッカー Ｊ１リーグ戦 ガンバ大阪 対 北海道コンサドーレ札幌 2019 年 10 月 4 日(金) 200 人

バレーボール
V.LEAGUE DIVISION1 MEN 2019-20 

レギュラーラウンド 3Leg

2020 年 1 月 26 日(日)

（予定）
100 人

バスケット

ボール

第 21 回 W リーグ大阪大会

三菱電機 対 デンソー 戦

2020 年 2 月 29 日(土)

（予定）
20 人

B.LEAGUE 2019-20SEASON

大阪エヴェッサ 対 滋賀レイクスターズ

2020 年 3 月 22 日(日)

（予定）
40 人

ラグビー

フットボール
ジャパンラグビー トップリーグ 2020

2020 年３月１日(日)

（予定）
50 人

おおさか元気広場とは？

◇申込方法

市町村教育委員会を通じて、

別紙様式を当協会宛てへ送付して下さい。

※ご要望の実施月に対し、

原則、２ヶ月前までにお申し込み下さい
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本大会は大阪府内の競技スポーツの祭典として開催し、本大会を通じて選手一人ひとり、またチームの競技力向上を

目的としています。本大会は全国障害者スポーツ大会団体競技近畿ブロック予選会の大阪府代表選考を兼ねており、

2019 年度から新たに開催しています。

参加資格 下記（ア）、（イ）を満たすチーム。

（ア）大阪府在住（大阪市・堺市を除く）又は大阪府内（大阪市・堺市を除く）に所在地のある学校・施設に通学・入所・通所

している 13 歳以上の知的障がい者またはそれに準ずる障がいのある者のみで構成されているチーム。

（イ）全国障害者スポーツ大会に出場意欲があるチーム。

本大会で選考された者あるいは選考されたチームは近畿大会へ大阪府代表として出場する権利を

得ることができ、近畿大会で優勝した場合、全国障害者スポーツ大会へ出場することができます。

日程：2019 年 12 月 15 日（日）

会場：OFA 万博フットボールセンター

人数：選手 18 名以内、監督 1 名、コーチ 2 名以内

男女：男女混合可

A サッカー
日程：2019 年 12 月 21 日（土）

会場：大阪府立成美高等学校およびファインプラザ大阪

人数：選手 12 名以内、監督 1 名、コーチ 2 名以内

男女：男女別

B バスケットボール

日程：2019 年 12 月 22 日（日）

会場：なみはやグラウンド

人数：選手 20 名以内、監督 1 名、コーチ 2 名以内

男女：男女混合可

C ソフトボール

サッカーとソフトボールに出場など

競技の複数出場はできません。

当協会のホームページは、当協会の取り組みを

多くの方に知っていただけるホームページです。

ぜひご覧ください！

大阪府障がい者スポーツ協会 検索

障がい者スポーツ団体・クラブなどで当協会

ホームページに掲載をご希望される方は、

当協会事務局までお問い合わせください！
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＜障がい者スポーツ指導員等派遣システム＞

障がい者スポーツの教室・体験会等お考えの 市町村・学校・団体 様

活動地域、種目等を考慮して本システムに登録している(公財)日本障がい者スポーツ協

会公認障がい者スポーツ指導者等をご紹介いたします。

※幼児から高齢者、障がいの有無、対象は問いません。

※運動施設や会議室、学校等、場所をご用意いただき伺います。

障がい者スポーツの教室を開きたいが、

用具もなく指導者がいない。

A. フライングディスク・ボッチャなどの教

室指導、車いすやファインプラザ大阪と

連携し用具貸出を行います

②依頼

③調整

①登録

④連絡・調整 ⑥訪問・指導

⑤連絡

教室の企画・運営をしたいけれど、

何をしたらいいのかわからない。

A. 大会開催のアドバイスを行い、競技団体

や審判・指導員の紹介します

スポーツ指導員を紹介します！

本システム登録者
〈公財)日本障がい者スポーツ協会

障がい者スポーツ指導者「初級・中級・上級」等〉

大阪府障がい者

スポーツ協会

利用団体(申込団体)
〈市町村・学校・総合型スポーツクラブ

・障がい者(児)施設・団体など〉

資格をもっと活用したい

障がい者スポーツ指導者 の皆様

（公財）日本障がい者スポーツ協会公認障がい

者スポーツ指導者の資格が必要。

「初級・中級・上級」資格、全ての方が対象です。

ご登録、ご協力お願いします。

本システム登録者募集！

障がい者スポーツの普及活動を目的で行う

市町村・学校・団体を対象

貸出備品 ボッチャ・フライングディスク・

競技用車いす ほか

申請手続 電話で問合せ、調整後申請手続き。

貸出期間 原則として、１週間以内。
※貸出・返却係る搬出入は、各自行ってください。

備品の貸出も行っています
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下記の会員を幅広く募集しています。

■会費のお振り込みについて

郵便局でのお振り込みを希望される方は、当協会から送付いたします専用振込用紙にて、お振り込み願います。

銀行でのお振り込みを希望される方は、下記口座にお振り込み下さい。

恐れ入りますが、振込手数料をご負担願います。

なお、ご加入頂けます場合は、当協会までご連絡くださいますようお願いします。

また現在、会員のみなさま方におかれましては、引き続きご支援をよろしくお願いします。

■大阪府障がい者スポーツ協会 会員 ※2019 年 11 月現在

◇正会員(障がい者団体) (順不同)

社会福祉法人大阪障害者自立支援協会、一般財団法人大阪府身体障害者福祉協会、社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会

一般財団法人大阪府視覚障害者福祉協会、一般社団法人大阪知的障害者福祉協会、社会福祉法人大阪府肢体不自由者協会

公益社団法人大阪聴力障害者協会、一般社団法人大阪脊髄損傷者協会、障害者(児)を守る全大阪連絡協議会、

日本筋ジストロフィー協会大阪支部、摂津市身体障害者福祉協会、富田林市身体障害者福祉協会

◇賛助会員(企業団体) (順不同)

一般社団法人大阪府サッカー協会、大阪府バレーボール協会、大阪府トランポリン協会、大阪府ボウリング連盟、大阪府アーチェリー連盟

公益財団法人枚方体育協会、池田市卓球協会、特定非営利活動法人近畿車いすダンスクラブ、特定非営利活動法人門真はすねクラブ

特定非営利活動法人 FC 岸和田、公益社団法人大阪府鍼灸マッサージ師会、（株）国際東洋医療学院、(有)万惣、あいおいニッセイ同和損保

大阪トヨタ自動車株式会社

◇賛助会員(個人) (50 音順) 

東 暁 天本 秀晃 石﨑 嘉明 伊集院 譽 磯部 光三 市木 秋広 伊藤 明子 伊藤 信子 稲葉 貢 井上 翔太

猪熊 健仁 芋野 裕 植田 克彦 上仲 基子 植村 勝一 牛田 米子 宇代 徹 円藤 やよい 大杉 茂生 大平 真愛澪

岡井 明子 岡田 正哲 岡野 邦男 岡本 一希 岡本 香織 岡本 達也 岡本 弘美 岡本 真弓 小川 涼 沖 涼太

奥野 一吉 奥野 紀樹 奥山 徳治 織谷 孝司 掛川 真由美 垣野 泰彦 片倉 道夫 片山 住子 角井 隆平 加藤 衛

柄谷 トシ子 川口 雅典 北浦 義己 木村 英彦 草野 さゆり 久保 弥生 栗木 徹 小杉 則章 斉喜 博美 齋藤 佳英

齋藤 佳奈 坂 圭菜 坂本 啓子 阪本 美智子 佐藤 公昭 清水 浩二 白崎 貴志 白濱 正太郎 新屋 志郎 末広 亨

杉本 由紀 杉森 まり子 関 順一郎 田岡 勉 髙谷 茂生 髙橋 英昭 高橋 秀和 竹内 亮 武田 政治 武田 泰子

田島 一 田邉 安彦 谷角 博志 田畑 圭規 玉島 操 辻本 隼 堤下 侑己菜 出口 武智郎 寺澤 利男 東條 順子

飛山 敏子 取違 大輝 中尾 進 長尾 雅子 中島 彰 中出 紀子 中野 則行 中林 信一 中林 経子 中村 清久

中村 茂之 中山 忠正 仁枝 多恵美 西江 忠男 西田 陽二 西田 卓司 西野 克明 根田 恭子 野口 昌弘 延谷 竹昭

野村 誠二 橋田 隆男 橋本 悠平 畑中 俊一 花岡 伸和 濵田 勝敬 林 毅 林 映子 原 光敏 東谷 ひとみ

樋口 丈時 樋口 英樹 久本 佳那 深井 善明 福島 康之 藤野 光一 藤本 成子 藤本 時男 細川 浩敬 堀家 郁子

松阪 有希 松田 忠司 松田 靖史 松原 千春 松村 君枝 松本 上治 松本 福美 松山 茂基 道林 英子 南 大次郎

宮浦 健悟 宮村 誠一 村田 明人 村田 貞男 森川 英子 森脇 彰子 矢口 千賀子 山尾 幸弘 山口 裕也 山下 常子

山田 秀二 山田 秀次 山田 斉 山田 純 山森 一希 吉兼 望 吉川 順子 吉田 周一 吉田 友子 米山 冨士子

頼尊 恒信 李 華良 若狭 知里 脇家 崇夫

その他多くの方々に会員登録していただいております。ご支援ありがとうございます。

区 分 対 象 会費(年額)

正会員(障がい者団体) 当協会の目的に賛同する障がい者団体 1 口 10,000 円

賛助会員(個人) 当協会の目的に賛同する個人 1 口 1,000 円

賛助会員(企業団体) 当協会の目的に賛同する企業団体 1 口 10,000 円

大阪府障がい者スポーツ協会
〒590－0137 堺市南区城山台 5 丁 1 番 2 号

大阪府立障がい者交流促進センター（ファインプラザ大阪）内

ＴＥＬ ０７２（２９６）６３１１ FAX ０７２（２９６）６３１３

ＵＲＬ http://www.osad.jp E-mail info@osad.jp

・銀 行 ： りそな銀行 光明池支店

・口座種別 ： 普通預金口座

・口座番号 ： 0272842

・口座名義 ： 大阪府障がい者スポーツ協会 事務局長 淺井 宏純（あさい ひろずみ）


