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新型コロナウイルス感染防止のため、「第 20 回大阪府障がい者スポーツ大会」が中止、「第 20 回全国障害者スポーツ大

会」が延期となってしまいました。「全国障害者スポーツ大会」は 2 年連続で開催できないという事態になってしまい、日々

練習を重ねてきた選手の皆様にとって非常に残念な結果となってしまいましたが、2023年に「特別全国障害者スポーツ大

会」として開催されることが決定しました。さらに、第 21 回全国障害者スポーツ大会からは「ボッチャ」が正式種目として追

加されます。選手の皆様には次年度に向けて練習に励み、第 21回全国障害者スポーツ大会の舞台で 2年分の闘志をぶ

つけていただきたいと思います！

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。

なお、荒天や地震・台風・火災等の天災、新型コロナウイルス感染状況、その他不可抗力により大会が中止

となった場合、最終的に主催者が申込みチームの中から大阪府代表チームを選考する。

2021 年度の全国障害者スポーツ大会は三重県で、

「202１三重とこわか大会」が開催される予定です。
2020 燃ゆるかごしま大会 マスコット 2021 三重とこわか大会 マスコット

01 かごしま国体承認

第 1-31 号

日程：2020 年 12 月 13 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：2020 年 12 月 19 日（土）

会場：ファインプラザ大阪

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

Ｂ ソフトボール

「とこまる」

三重とこわか国体・三重とこわか大会の公式マス

コットキャラクターです。三重ブランドである伊勢え

びをモチーフにした、活動的で元気な男の子。

大会を盛り上げるため、スポーツ、ダンス、歌をが

んばります。

三重国体・大会承認２

第１-15 号
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2020 年 8 月 20 日（木）大阪府庁にて、

大阪府障がい者スポーツ協会 会長 橋爪 静夫が

スポーツ振興功労・地方自治功労を認められ、

令和 2 年春の叙勲「瑞宝双光章」を授与されました。

■日程：2020 年 9 月 20 日(日)

■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した。講師にセレッソ大阪スポーツクラブのコーチをお招きし、基本からより高いレベ

ルの内容までご指導いただきました。参加者の皆さんは広いフィールドを気持ちよく走りながら、サッカーを楽しんでい

ました。

■日程：2020 年 10 月 18 日(日) 

■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：講義「ボッチャについて・審判について」 実技「デモンストレーション・相互審判」

講師に大阪ボッチャ協会審判部（日本ボッチャ協会公認審判員）の方をお招きし、ボッチャ競技の基本的なルールや審

判方法について学びました。熱心にボッチャのことについて質問してくださる受講者の方が多かったです。

■日程：2020 年 11 月 21 日（土）・22 日（日）・23 日（月・祝）

■主催：大阪府障がい者スポーツ協会

■後援：公益財団法人日本障がい者スポーツ協会

■協力：ファインプラザ大阪・（公財）大阪府スポーツ協会・大阪府スポーツ推進委員協議会

障がい者のスポーツ参加のきっかけ作りや、スポーツの喜びや楽しさを伝える役割を担う「初級障がい者スポーツ指導

員」の資格を取得する、３日間の集中講習を行いました。

（左：橋爪 会長

右：酒井 大阪府教育長）
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■日程：2021 年 1 月 1 日（金・祝）～1 月 17 日（日）

毎年行っている「ひらかたハーフマラソン」は新型コロナウイルスの影響で中止となり、代わりに枚方市スポーツ協会主

催で「ひらかたオンラインマラソン」が開催されます。走る場所は自由！開催期間内にランニングアプリを使って、距離・

時間を測定し、ベストタイムを目指しましょう！

■日程：2021 年 2 月 13 日（土）・14 日（日）・20 日（土）・21 日（日）【予定】

■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）

■主催：大阪府障がい者スポーツ協会

■後援：公益財団法人日本障がい者スポーツ協会

■協力：ファインプラザ大阪・（公財）大阪府スポーツ協会

（公財）日本スポーツ協会公認スポーツ指導員資格を保持し、初期登録から 3 年以上の指導経験を有する方を対象に

開催します。中級障がい者スポーツ指導員は、地域の障がい者スポーツ振興のリーダーとして、指導現場で充分な知

識や経験に基づいた指導をする指導員です。地域のスポーツ大会や行事において中心となり、地域の障がい者スポ

ーツの普及・振興を進める役割を担います。

■日程：2021 年 2 月 18(木)・19 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た指導をしてくださるので、未経験の方でも安心してお申し込

みください。

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。

（2020 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 7 校 中学校支援学級 3 校 （2020 年 11 月末現在）

■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

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。当協会賛助会員の皆様にもご参加いただいておりま

したが、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で中止となりました。新型コロナウイルス感染症が収束すれば、来年

度以降、再開する予定をしておりますので、よろしくお願いいたします。
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「ボッチャボール」

ジャックボール（白）

と赤、青６球ずつの

ボールを使います。

「ランプ」

手や足でボールを

投げることが出来

ない選手が使う

すべり台のような

道具です。

得点はジャックボール（白）に一番近い色に

入ります。下の図だと、赤色に点が入り、ジ

ャックボールとジャックボールに一番近い相

手のボール（青）を結んだ直線で描いた円

の中に入るボールの数が

得点になります

（図だと赤に２点）。

ジャックボールから

赤と青が同じ距離の

場合は両方に点が

入ります。

「研ぎ澄まされた１投！」

ジャックボールにピッタリとボールを近づけ

る投球は難しく、ボッチャを体験したことがあ

る方ならよくわかると思います。しかし、レベ

ルの高い大会になるとピッタリと近づけるど

ころか、ジャックボールの上にボールが乗る

ことも！

そんな投球を見て

しまったら、あなた

もボッチャにはまる

こと間違いなし！

ヨーロッパが発祥とされるスポーツで、

ジャックボール（目標球）と呼ばれる

白いボールめがけて、赤・青それぞれ

６球ずつのボールをいかに近づけるかを

競うスポーツです。

投球が困難な選手は「ランプ」

と呼ばれる補助具を使用したり、

足を使って投球を行います。

重度脳性麻痺や同程度の四肢重度機能障

がいの方が対象のスポーツで、障がいの種

類や程度によって４つのクラス（ＢＣ１～４）に

分けられます。2021 三重とこわか大会では、

「立位」、「座位」の選手１名ずつ、「競技アシ

スタント」、「コーチ」によってチームが構成さ

れ、「ファイナルショット制度」など特有のルー

ルも存在します。

試合（大会）では

ボッチャ用具紹介

「パドル（左）とキャリパー（右）」

どちらも審判が使う道具で、パドルは

投げるチーム（色）を示す道具、

キャリパーはボールとボールの距離を

測る道具です。

ボッチャって？

得点の数え方 ボッチャのここ見て！
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おうちでボッチャ！

今回は新聞紙を使って自分だけのボッチャボールを作ってみましょう！

用意するものは、新聞紙と色鉛筆やペンなど。

①新聞紙１～２枚を重ねて丸めましょう。新聞紙が無ければチラシなどでもＯＫ！

（なるべくきれいな球状に近づけてみよう！テープで止めるとよりきれいに！）

②丸めた新聞紙に色を付けて、自分だけのボールに仕上げよう！

（相手との区別がつけばイラストなどでもＯＫ！）

手順はこれだけ！あとは必要な分だけボールを作ってみよう！

ボールを作る工程も楽しめる一石二鳥のボッチャ体験！！

ご家族やお友達と一緒に作ったり、学校で作ってみんなで遊ぼう！

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！

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
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＜障がい者スポーツ指導員等派遣システム＞

④連絡・調整 ⑥訪問・指導

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」など〉

障がい者スポーツの教室・体験会など お考えの 市町村・学校・団体 様

活動地域、種目など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など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、学校など、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、ファインプラザ大阪と連携し、

車いすなどの用具貸出を行います。

②依頼

③調整

①登録 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・指導員を紹介します。

スポーツ指導員を紹介します！

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」 のみなさま

（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、ご協力をお願いいたします。

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・返却に係る搬出入は、各自で行ってくださ

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いたします。

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いたします。

■大阪府障がい者スポーツ協会 会員 ※2020 年 11 月末現在

◇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、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、摂津市身体障害者福祉協会、一般社団法人大阪知的障害者福祉協会

日本筋ジストロフィー協会大阪支部、富田林市身体障害者福祉協会

◇賛助会員(企業団体) (順不同)

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、公益社団法人大阪府鍼灸マッサージ師会

大阪府アーチェリー連盟、全日本車椅子空手道連盟大阪本部事務局、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、国際東洋医療学院、公益財団法人枚方市スポーツ協会、ＮＰＯ法人近畿車いすダンスクラブ

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、池田市卓球協会、大阪トヨタ自動車株式会社、特定非営利活動法人茨木東スポーツクラブレッツ

◇賛助会員(個人) (50 音順) 

東 暁 天本 秀晃 飯田 隆仁 池田 圭吾 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 猪熊 健仁 芋野 裕 岩重 敏子 上薗 修一 植田 克彦 上仲 基子 牛田 米子 宇代 徹 大杉 茂生

大平 真愛澪 岡井 明子 岡野 邦男 沖 涼太 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 草野 さゆり 栗木 徹 栗林 あさみ 小杉 則章

小谷 恵美子 小林 美晴 斉喜 博美 齋藤 佳英 齋藤 佳奈 坂 圭菜 阪本 美智子 佐藤 公昭 山東 ひかり 清水 浩二

白濱 正太郎 新屋 志郎 末広 亨 杉本 由紀 杉本 まり子 関 ケビン 千畑 よおみ 田岡 勉 高橋 秀和 竹垣 俊子

田島 一 楯川 美和 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 中尾 進 長尾 雅子 中島 彰 中林 信一 中村 清久 中村 茂之 中山 忠正 中山 ミツ子 西江 忠男

西田 陽二 西田 卓司 西野 克明 西山 章子 根田 恭子 野口 昌弘 延谷 竹昭 橋田 隆男 橋本 悠平 畑中 俊一

花岡 伸和 濱田 勝敬 林 毅 原 光敏 東前 めぐみ 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 堀内 知美 松川 訓久 松阪 有希 松田 靖史 松村 君枝

松本 上治 松本 福美 松山 茂基 道林 英子 南 大次郎 宮村 誠一 村田 明人 森川 英子 森脇 彰子 矢口 千賀子

山口 裕也 山下 常子 山田 秀二 山田 秀次 山本 浩由 吉川 順子 吉田 周一 吉田 友子 米山 冨士子 頼尊 恒信

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）


