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問合せ

連絡先

平成 30 年度の全国障害者スポーツ大会は福井県で、 

「2018 福井しあわせ元気大会」が開催される予定です。
2017 愛顔つなぐえひめ大会 マスコット 2018 福井しあわせ元気大会 マスコット

28 えひめ国体・大会承認                                       福井国体承認 29 

第 1-43 号                                                第 3-76 号

はぴりゅう 

福井しあわせ元気国体・大会をみんなに

知ってもらうために結成された広報キャラ

バン「はぴねす宣隊」リーダー。 

◇第 17 回全国障害者スポーツ大会報告・・・・・・P1・2  

◆第 17 回大阪府障がい者スポーツ大会報告 

第 18 回大阪府障がい者スポーツ大会案内・・・・Ｐ3 

◇平成 29 年度協会の活動・派遣システムについて・・・P4・5 

◆その他情報・新規会員募集・・・・・・・・・・・・・・・・・P6・7 
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◆競技を通していろいろな方と出会い触れ合い、いい勉強をさせていただきましたありがとうござい

ます。感謝です。 

◆来年に向けての指導もしていただきとても満足している。また、大会ボランティアと仲良くできて

とてもいい想い出ができました。ありがとうございます。 

◆楽しい時間をありがとうございました！お疲れ様でした。 

◆学校でできない練習をやったので勉強になりました。来年全国大会に行けるように頑張ります。 

◆メダルはとれましたが、自分の記録に満足していない。 

◆いろいろ、コーチがおしえてくださいました。まけたけど、つぎがんばります。 

◆応援のおかげで力をはっき出来たと思います。 

大阪府選手のコメント

10 月 28 日(土)～30 日(月) 
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■大会：第 17 回全国障害者スポーツ大会「2017 愛顔つなぐえひめ大会」 

■日程：平成 29 年 10 月 28 日(土)～30 日(月) 

大阪府選手団は、団長 橋爪 静夫(大阪府障がい者スポーツ協会会長)、副団長 川之上 清(大阪府バレーボール協会副会長)、役員、 

最年少 14 歳～最年長 77 歳までの選手、合計 156 名が参加。あいにくの悪天候で中止になる種目もある中、個人競技で、

金メダル 50 個、銀メダル 25 個、銅メダル 19 個を獲得し、水泳 200ｍメドレーリレー（男女混合）2 分 06 秒 86 を含め 11 の大

会新記録を樹立しました。団体競技ではバレーボール（精神）、サッカー（知的）の 2 種目が近畿ブロック予選会を勝ち抜き、

全国障害者スポーツ大会ではバレーボール（精神）、サッカー（知的）ともに準優勝しました。 
2017 年 9 月登録選手一覧 

№ 競技名 市町村 氏名 № 競技名 市町村 氏名 № 役員 氏 名

1 陸上 和泉市 芋野 裕 45 卓球 枚方市 伊藤 信子 1 団長 橋爪 静夫 

2 陸上 寝屋川市 牛田 米子 46 卓球 豊中市 金築 忠雄 2 副団長 川之上 清 

3 陸上 門真市 大橋 美波 47 卓球 島本町 栗木 徹 3 医師 豊田 嘉清 

4 陸上 泉南市 岡井 明子 48 卓球 高槻市 深山 眞 4 看護師 東 愛友香 

5 陸上 守口市 奥泉 義雄 49 卓球 箕面市 山田 優 5 総務 林 誠 

6 陸上 吹田市 木下 麻奈美 50 卓球 枚方市 緒方 碩 6 総務 宮村 誠一 

7 陸上 枚方市 佐藤 公昭 51 卓球 豊中市 田中 真結 7 総務 徳井 保隆 

8 陸上 守口市 首藤 佳 52 卓球 吹田市 古田 悦子 8 総務 奥村 好弘 

9 陸上 羽曳野市 田岡 勉 53 卓球 茨木市 山口 裕也 9 総務 井上 惠輔 

10 陸上 吹田市 竹村 明結美 54 卓球 東大阪市 山本 智也 10 総務 金城 七奈 

11 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 東  暁 11 総務 中平 貴実子

12 陸上 富田林市 西田 卓司 56 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 和泉市 石﨑 智 12 総務 森本 有哉 

13 陸上 岸和田市 野口 光盛 57 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 岸和田市 井上 伊緒菜 13 総務 川瀨 祐貴 

14 陸上 泉南市 福満 祐斗 58 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 松原市 織谷 孝司 14 総務 森岡 孝夫 

15 陸上 吹田市 間嶋 陵 59 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 和泉市 来田 綾 15 総務 田嶋 陽 

16 陸上 門真市 山内 知美 60 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 和泉市 中山 忠正 16 陸上 大村 文弘 

17 陸上 河南町 山森 一希 61 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 和泉市 藤野 光一 17 陸上 大機 和正 

18 陸上 松原市 吉村 尚己 62 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 河内長野市 金子 卓哉 18 陸上 石橋 典子 

19 陸上 島本町 赤木 麻祐梨 63 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 泉大津市 小滝 一徳 19 陸上 奥田 龍男 

20 陸上 高槻市 長谷川 真吾 64 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 泉南市 中野 矩嗣 20 陸上 葛城 裕也 

21 陸上 高槻市 長谷川 名美 65 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 貝塚市 波江野 隼人 21 陸上 後藤 直美 

22 陸上 泉南市 荒木 芽夢 66 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 田尻町 濱野 靖男 22 陸上 髙田 直 

23 陸上 高槻市 池永 久美子 67 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 吹田市 丸山 恭平 23 陸上 丹波 徹二 

24 陸上 泉大津市 井上 真穂 68 ボウリング 東大阪市 浅野 卓美 24 陸上 中尾 友紀 

25 陸上 八尾市 門田 丈幸 69 ボウリング 枚方市 伊藤 明子 25 陸上 福田 浩之 

26 陸上 茨木市 河野 修也 70 ボウリング 大東市 大川 勇治 26 陸上 水杉 美知香

27 陸上 豊中市 坂口 修平 71 ボウリング 豊中市 奥田 幸治 27 陸上 村井 正信 

28 陸上 東大阪市 清水 直基 72 ボウリング 枚方市 齋藤 佳奈 28 陸上 山田 昇 

29 陸上 吹田市 菅 優香 73 ボウリング 高槻市 松冨 琉也 29 陸上 吉田 聖名子

30 陸上 吹田市 福留 一貴 74 バレーボール 豊中市 加藤 衛 30 陸上 吉本 誠二 

31 陸上 茨木市 松本 伸之助 75 バレーボール 交野市 中村 健 31 陸上 米田 昭一 

32 陸上 寝屋川市 宮浦 健悟 76 バレーボール 枚方市 黒木 亮太 32 陸上 和田 茜里 

33 陸上 阪南市 山口 惇也 77 バレーボール 高槻市 倉町 昌之 33 水泳 林  昌之 

34 水泳 貝塚市 生長 奈緒美 78 バレーボール 吹田市 山本 勇基 34 水泳 小早川 佳紀

35 水泳 和泉市 山東 ひかり 79 バレーボール 茨木市 小川 慶人 35 水泳 高木 大輔 

36 水泳 交野市 中島 彰 80 バレーボール 高槻市 中川 純子 36 水泳 宮川 あかね

37 水泳 高石市 松本 福美 81 バレーボール 高槻市 池田 祐子 37 水泳 森近 久子 

38 水泳 高槻市 勝部 颯馬 82 バレーボール 茨木市 小川 芽恵 38 アーチェリー 岡野 邦男 

39 水泳 寝屋川市 橘髙 孝太 83 バレーボール 高槻市 平岡 竜 39 卓球 藤本 成子 

40 水泳 摂津市 出口 瑛瑚 84 バレーボール 茨木市 小川 倫世 40 卓球 金築 タカ子

41 水泳 守口市 原田 知菜美 85 サッカー 高石市 田中 奏真 41 卓球 柴本 衛 

42 水泳 阪南市 樋口 鈴奈 86 サッカー 河内長野市 津田 悠輔 42 卓球 原田 亜矢子

43 アーチェリー 和泉市 天本 秀晃 87 サッカー 茨木市 近藤 享佑 43 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 長井 豊治 

44 アーチェリー 柏原市 江口 舞 88 サッカー 岸和田市 吉田 一成 44 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 石﨑 慶一 

89 サッカー 寝屋川市 辻本 隼 45 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 垣内 喜一郎

90 サッカー 熊取町 林 侑也 46 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 菊池 俊昭 

91 サッカー 岸和田市 吉浦 国彦 47 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 新川 豊美 

個人競技別メダル数 92 サッカー 東大阪市 坂本 琉斗 48 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 滝元 寬 

 金 銀 銅 合計 93 サッカー 熊取町 小川 涼 49 ボウリング 和田 秀樹 

陸上 26 9 6 41 94 サッカー 八尾市 岡本 一希 50 ボウリング 李 愛華 

水泳 10 7 1 19 95 サッカー 岸和田市 長野 創 51 バレーボール 才脇 洋一 

アーチェリー 2 0 0 2 96 サッカー 岸和田市 松井 佑介 52 バレーボール 小畠 知子 

卓球 5 2 3 10 97 サッカー 大東市 辻井 真生 53 バレーボール 宗 明日美 

ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 6 7 5 18 98 サッカー 岸和田市 西村 駿 54 サッカー 曽根 琢矢 

ボウリング 1 0 3 4 99 サッカー 東大阪市 樋口 丈時 55 サッカー 鎌苅 将 

合  計 50 25 19 94 100 サッカー 東大阪市 酒井 強秀 56 サッカー 黒原 雄太 
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32 陸上 寝屋川市 宮浦 健悟 76 バレーボール 枚方市 黒木 亮太 32 陸上 和田 茜里 

33 陸上 阪南市 山口 惇也 77 バレーボール 高槻市 倉町 昌之 33 水泳 林  昌之 

34 水泳 貝塚市 生長 奈緒美 78 バレーボール 吹田市 山本 勇基 34 水泳 小早川 佳紀

35 水泳 和泉市 山東 ひかり 79 バレーボール 茨木市 小川 慶人 35 水泳 高木 大輔 

36 水泳 交野市 中島 彰 80 バレーボール 高槻市 中川 純子 36 水泳 宮川 あかね

37 水泳 高石市 松本 福美 81 バレーボール 高槻市 池田 祐子 37 水泳 森近 久子 

38 水泳 高槻市 勝部 颯馬 82 バレーボール 茨木市 小川 芽恵 38 アーチェリー 岡野 邦男 

39 水泳 寝屋川市 橘髙 孝太 83 バレーボール 高槻市 平岡 竜 39 卓球 藤本 成子 

40 水泳 摂津市 出口 瑛瑚 84 バレーボール 茨木市 小川 倫世 40 卓球 金築 タカ子

41 水泳 守口市 原田 知菜美 85 サッカー 高石市 田中 奏真 41 卓球 柴本 衛 

42 水泳 阪南市 樋口 鈴奈 86 サッカー 河内長野市 津田 悠輔 42 卓球 原田 亜矢子

43 アーチェリー 和泉市 天本 秀晃 87 サッカー 茨木市 近藤 享佑 43 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 長井 豊治 

44 アーチェリー 柏原市 江口 舞 88 サッカー 岸和田市 吉田 一成 44 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 石﨑 慶一 

89 サッカー 寝屋川市 辻本 隼 45 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 垣内 喜一郎

90 サッカー 熊取町 林 侑也 46 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 菊池 俊昭 

91 サッカー 岸和田市 吉浦 国彦 47 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 新川 豊美 

個人競技別メダル数 92 サッカー 東大阪市 坂本 琉斗 48 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 滝元 寬 

 金 銀 銅 合計 93 サッカー 熊取町 小川 涼 49 ボウリング 和田 秀樹 

陸上 26 9 6 41 94 サッカー 八尾市 岡本 一希 50 ボウリング 李 愛華 

水泳 10 7 1 19 95 サッカー 岸和田市 長野 創 51 バレーボール 才脇 洋一 

アーチェリー 2 0 0 2 96 サッカー 岸和田市 松井 佑介 52 バレーボール 小畠 知子 

卓球 5 2 3 10 97 サッカー 大東市 辻井 真生 53 バレーボール 宗 明日美 

ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 6 7 5 18 98 サッカー 岸和田市 西村 駿 54 サッカー 曽根 琢矢 

ボウリング 1 0 3 4 99 サッカー 東大阪市 樋口 丈時 55 サッカー 鎌苅 将 

合  計 50 25 19 94 100 サッカー 東大阪市 酒井 強秀 56 サッカー 黒原 雄太 
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スポーツ庁・大阪府から当協会が受託し、大阪府民に、障がい者スポーツに対する認知度を向上させ、障がい者に、スポ

ーツをするきっかけづくりを進めるとともに、地域における障がい者のスポーツ参加促進を行うことを目的とし開催しました。

■平成 29 年 10 月 18 日(水)  大阪府立障がい者交流促進センター  

対象者：大阪高等学校保健体育研究会  

   内容：「ウィルチェアーラグビー・車いすバスケットボール」～パラリンピック種目を体験しよう～ 

講師：プーマジャパン所属 ウィルチェアーラグビー北京パラリンピック日本代表 永易 雄 氏

■平成 29 年 11 月 18 日(土)  国際障害者交流センター（ビッグ・アイ） 

対象者：一般府民（「第 15 回ともに生きる障がい者展」来場者など） 

   内容：◇「バスケットボール元日本代表選手率いるチームが挑む、 車いすバスケットボール 本気の対戦！  

～よしもと芸人「女と男」が盛り上げます～」 10:30～11:25 

◇パネル展示 車いす・障がい者スポーツ用具展示・体験 10:00～16:00 

協力：大阪府車いすバスケットボール選抜チーム ㈱よしもとクリエイティブ・エージェンシー所属「女と男」さん 

総合学園ヒューマンアカデミーバスケットボールカレッジ仲村 直人 氏・バスケットボールカレッジ生

■平成 30 年 1 月 11 日(木) 大阪府立摂津高等学校  

内容：ブラインドサッカー・アンプティサッカー  

■日時：平成 29 年 10 月 1 日(日) 

■会場：J-GREEN 堺 

■協力：一般社団法人大阪府サッカー協会 大阪高等学校体育連盟サッカー部（大阪府立教育センター付属高等学校） 

大阪サッカークラブ株式会社(セレッソ大阪)

■日程：平成 30 年 1 月 8 日(月・祝) 

■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。

■日時：平成 30 年 2 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：「地域活動の展開事例を学ぶ」  

講師：障がい者スポーツを楽しむ会代表 石﨑 慶一 氏 

 「仲間と共に活動を始める為のワークショップ」 

   講師：特定非営利活動法人 キャンピズ代表理事 桃山学院大学兼任講師 水流 寛二 氏

■日時：平成 30 年 2 月 15 日(木)・16 日(金) 

■会場：大阪府立門真スポーツセンター(東和薬品 RACTAB ドーム) 

■協力：大阪府スケート連盟

国のスポーツ基本計画の基本方針として「年齢や性別、障がいなどを問わず、広く人々が、関心、適正などに応じて、

スポーツに参画することができる環境を整備すること」の中で、施策の一つとして「総合型地域スポーツクラブの育成を図

ること」があげられています。このような国の動きの中、当協会では、障がい者の方々が身近な地域で、障がい者スポー

ツに取り組むことができるように、総合型地域スポーツクラブ主催で、障がい者スポーツ教室・体験事業を開催していただ

くことで、障がい者スポーツの普及発展に繋げていきたいと考えております。 

【種目事例】フライングディスク、ボッチャ、サウンドテーブルテニス、車いすスポーツ、卓球など 

【開催種目】ご相談させていただきます。 【対象者】障がい者、健常者、指導者など 

【開催場所】総合型地域スポーツクラブもしくは近隣施設 
【指 導 者】大阪府障がい者スポーツ協会から派遣・用具持参も可能 
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障がい者スポーツの競技性を高めるとともに、障がい者一人ひとりの競技力の向上を図ることを目的として開催しました。

本大会は「第 17 回全国障害者スポーツ大会」の大阪府代表選手の選考会を兼ねています。 

■協賛 
大阪介護福祉士養成校連絡協議会  大阪学院大学  大阪国際大学  大阪サッカークラブ株式会社（セレッソ大阪）  

大阪体育大学  大阪保健医療大学  大塚製薬株式会社  オリックス野球クラブ株式会社  株式会社オージースポーツ   

株式会社ガンバ大阪  株式会社グッド・サポート 株式会社グラン・ラフィネ（はるな薬局）  株式会社サントー  関西大学   

近畿大学  公益社団法人大阪府理学療法士会  公益財団法人スポーツ安全協会大阪府支部  互恵会大阪回生病院   

ＪＴＢ西日本  四天王寺大学  シバタスポーツ  梅花女子大学  ホテルクライトン江坂  マクドナルド（株式会社ベルエポック）

ミズノ株式会社  森ノ宮医療大学  有限会社万惣                                        (50 音順) 

障がい者スポーツの競技性を高めるとともに、障がい者一人ひとりの競技力の向上を図ることを目的として、 

平成 30 年 5 月・6 月に開催します。本大会は「福井しあわせ元気大会・第 18 回全国障害者スポーツ大会」 

(開催期間：平成 30 年 10 月 13 日～15 日、開催地：福井県)の大阪府代表選手の選考会を兼ねています。 

大阪府広報担当副知事もずやん 

応援しています！ ＜参加資格＞

第１8 回大阪府障がい者スポーツ大会に参加できる選手は、次の全ての条件を満たすものとする。 

ア 平成 30 年 4 月 1 日現在、13 歳以上の身体障がい者並びに知的障がい者 

イ 身体障がい者は、身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)第 15 条の規定により、身体障害者手帳の交付 

を受けたもの 

知的障がい者は、厚生事務次官通知(昭和 48 年 9 月 27 日厚生省発児第 156 号)による療育手帳の交付を受け

た者、あるいは、その取得の対象に準ずる障がいのある者 

 ウ 大阪府内(大阪市・堺市を除く。)に居住する者 

    (なお、府大会の結果を参考とする全国大会の派遣にあたっては、平成 30 年 6 月 30 日現在において引き続き

大阪府内(大阪市・堺市を除く。)に居住していることが要件となる。) 

＜参加申込＞ 

 〇申込方法 

  参加希望者は、居住地(施設・寄宿舎に入所している者は当該施設の所在地、学校在籍者は学校の所在地または居住地)の 

市町村障がい福祉担当課に申込みをお願いします。 

 〇申込期間 

日 時 競技名 会 場 出場選手数

平成 29 年 5 月 14 日(日) 陸上競技 万博記念競技場 346 名

平成 29 年 5 月 20 日(土) 
水 泳 東和薬品 RACTAB ドーム 

(大阪府立門真スポーツセンター) 

110 名

名511球卓

平成 29 年 5 月 21 日(日) アーチェリー 浜寺公園アーチェリー場 7 名

平成 29 年 5 月 27 日(土) ボウリング イーグルボウル 187 名

平成 29 年 5 月 28 日(日) ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ ファインプラザ大阪 130 名

合  計 895 名

日 時 競技名 会 場 

平成 30 年 

5 月・6 月 

実施予定 

陸上競技 万博記念競技場 

水 泳 東和薬品 RACTAB ドーム 

(大阪府立門真スポーツセンター) 卓 球 

アーチェリー 浜寺公園アーチェリー場 

ボウリング イーグルボウル 

ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ ファインプラザ大阪 

   平成 30 年 2 月上旬～平成 30 年 3月中旬(予定) 
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スポーツ庁・大阪府から当協会が受託し、大阪府民に、障がい者スポーツに対する認知度を向上させ、障がい者に、スポ

ーツをするきっかけづくりを進めるとともに、地域における障がい者のスポーツ参加促進を行うことを目的とし開催しました。

■平成 29 年 10 月 18 日(水)  大阪府立障がい者交流促進センター  

対象者：大阪高等学校保健体育研究会  

   内容：「ウィルチェアーラグビー・車いすバスケットボール」～パラリンピック種目を体験しよう～ 

講師：プーマジャパン所属 ウィルチェアーラグビー北京パラリンピック日本代表 永易 雄 氏

■平成 29 年 11 月 18 日(土)  国際障害者交流センター（ビッグ・アイ） 

対象者：一般府民（「第 15 回ともに生きる障がい者展」来場者など） 

   内容：◇「バスケットボール元日本代表選手率いるチームが挑む、 車いすバスケットボール 本気の対戦！  

～よしもと芸人「女と男」が盛り上げます～」 10:30～11:25 

◇パネル展示 車いす・障がい者スポーツ用具展示・体験 10:00～16:00 

協力：大阪府車いすバスケットボール選抜チーム ㈱よしもとクリエイティブ・エージェンシー所属「女と男」さん 

総合学園ヒューマンアカデミーバスケットボールカレッジ仲村 直人 氏・バスケットボールカレッジ生

■平成 30 年 1 月 11 日(木) 大阪府立摂津高等学校  

内容：ブラインドサッカー・アンプティサッカー  

■日時：平成 29 年 10 月 1 日(日) 

■会場：J-GREEN 堺 

■協力：一般社団法人大阪府サッカー協会 大阪高等学校体育連盟サッカー部（大阪府立教育センター付属高等学校） 

大阪サッカークラブ株式会社(セレッソ大阪)

■日程：平成 30 年 1 月 8 日(月・祝) 

■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。

■日時：平成 30 年 2 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：「地域活動の展開事例を学ぶ」  

講師：障がい者スポーツを楽しむ会代表 石﨑 慶一 氏 

 「仲間と共に活動を始める為のワークショップ」 

   講師：特定非営利活動法人 キャンピズ代表理事 桃山学院大学兼任講師 水流 寛二 氏

■日時：平成 30 年 2 月 15 日(木)・16 日(金) 

■会場：大阪府立門真スポーツセンター(東和薬品 RACTAB ドーム) 

■協力：大阪府スケート連盟

国のスポーツ基本計画の基本方針として「年齢や性別、障がいなどを問わず、広く人々が、関心、適正などに応じて、

スポーツに参画することができる環境を整備すること」の中で、施策の一つとして「総合型地域スポーツクラブの育成を図

ること」があげられています。このような国の動きの中、当協会では、障がい者の方々が身近な地域で、障がい者スポー

ツに取り組むことができるように、総合型地域スポーツクラブ主催で、障がい者スポーツ教室・体験事業を開催していただ

くことで、障がい者スポーツの普及発展に繋げていきたいと考えております。 

【種目事例】フライングディスク、ボッチャ、サウンドテーブルテニス、車いすスポーツ、卓球など 

【開催種目】ご相談させていただきます。 【対象者】障がい者、健常者、指導者など 

【開催場所】総合型地域スポーツクラブもしくは近隣施設 
【指 導 者】大阪府障がい者スポーツ協会から派遣・用具持参も可能 
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A. 障がい者スポーツ指導員の資格を持つ 

指導員を派遣します。 

市町村・団体に、活動地域、種目などを考慮し、本システムに登録している適任の(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員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。 

※派遣出張型になりますので、 

運動施設や会議室、学校等指定された場所に 

伺い、その場所で指導などを行います。 

市町村で障がい者スポーツの教室を開きたいが、道

具もなく指導者がいない。 

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。

どんなことに注意して教室を開催したらいいのだろう・・・。 

A. ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ・ボッチャなどの教室指導や車いすなど、

障がい者スポーツの道具の借用先を紹介します 

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 

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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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。 

当協会の障がい者スポーツ指導員派遣システムに登録していただいている指導員の方が、各イベントで指導をしてくださ

いました。 

◆平成 29 年 8 月 6 日(日) 国際東洋医療学院（視覚障がいについての講話・柔道体験） 

◆平成 29 年 10 月 15 日(日) 島本町立体育館（風船バレー） 

◆平成 29 年 11 月 9 日(木) 大阪府立寝屋川高等学校（講演） 

◆平成 29 年 11 月 18 日(土) ビッグアイ（障がい者スポーツ体験） 

◆平成 29 年 11 月 22 日(水) 大阪府主催 小学生を対象とした「オリンピアン・パラリンピアン派遣事業」 

箕面市立とどろみの森学園(シッティングバレー) 

◇大阪府教育委員会 「おおさか元気広場」 

子どもたちも参加できる実践型研修 「おおさか元気広場で障がい者スポーツをやってみよう」 泉佐野市より依頼 

競 技 名 大 会 名 日 程 招待人数

サッカー Ｊ１リーグ戦 ガンバ大阪 対 ジュビロ磐田 平成 29 年 8 月 13 日(日) 200 人 

野 球 
日本プロ野球パシフィック・リーグ 

オリックス・バファローズ 対 千葉ロッテマリーンズ
平成 29 年 8 月 20 日(日) 200 人 

ラグビー 

フットボール 

第 55 回 

日本ラグビーフットボール選手権大会 準決勝 
平成 30 年１月 6 日(土) 50 人 

バスケットボール 

第 19 回 W リーグ 

(バスケットボール女子日本リーグ) 

レギュラーシーズン 

第 1 試合 富士通 ＶＳ トヨタ紡織 

第 2 試合 シャンソン ＶＳ  トヨタ 

平成 30 年１月 14 日(土) 30 人 

卓球 第 57 回大阪国際招待選手権大会 平成 30 年 2 月 18 日(日) 50 人 

バレーボール 

V・プレミアリーグ男子 大阪大会 

2017／18 Ｖ・ファイナルステージ (ファイナル 6) 

RR3 位 vs.RR5 位 RR4 位 vs.RR6 位 

平成 30 年 2 月 25 日(日) 100 人 

＜障がい者スポーツ指導員派遣システム＞

大阪府障がい者 

スポーツ協会 
コーディネート（人材バンク） 

利用団体 
〈市町村・総合型スポーツクラブ 

 ・障がい者(児)施設・団体など〉

障がい者スポーツ指導員「初級・中級・上級」で本システム登録者 
（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員資格保持者 

②派遣依頼

③派遣調整

①登録 ④派遣・連絡 ⑥訪問・指導⑤連絡

資格をもっと活用したいと思っている障がい者スポーツ指導員のみなさま 

活動地域・競技種目を考慮します。ぜひ登録、ご協力お願いします。 

※（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員の資格が必要です。 

「初級・中級・上級」資格、全ての方が対象です。 

   ※その他、有資格者（例：日本体育協会公認スポーツ指導者、日本レクリエーション協会公認指導員）の

方でご協力いただける方もぜひ、当協会までご連絡お願いします。 

障がい者スポーツ指導員派遣システム登録者募集 

- 5 - 
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A. 障がい者スポーツ指導員の資格を持つ 

指導員を派遣します。 

市町村・団体に、活動地域、種目などを考慮し、本システムに登録している適任の(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員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。 

※派遣出張型になりますので、 

運動施設や会議室、学校等指定された場所に 

伺い、その場所で指導などを行います。 

市町村で障がい者スポーツの教室を開きたいが、道

具もなく指導者がいない。 

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。

どんなことに注意して教室を開催したらいいのだろう・・・。 

A. ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ・ボッチャなどの教室指導や車いすなど、

障がい者スポーツの道具の借用先を紹介します 

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 

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

親 指
おやゆび

を立てた
た   

両手
りょうて

を交互
こ う ご

に

前後
ぜんご

する 

右手
みぎて

の 2指
し

を立て
た  

、 頭
あたま

のわき

から前
まえ

へ軽く
かる 

2回
かい

出す
だ  

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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当協会は会員の方々の会費により各種事業を展開しており、府内の障がい者スポーツの振興・発展をめざし、スポーツを

通じて障がい者の社会参加を促進し、障がい者福祉の向上に寄与することを目的としています。当協会事業にご賛同頂き、

正会員及び賛助会員にご加入頂きますようよろしくお願いします。 

下記の会員を幅広く募集しています。 

■会費の振込みについて 

（１） 郵便局でのお振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、 

お振込み願います。 

（２） 銀行でのお振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 ※平成 29 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 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

◇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  

日本車椅子空手道連盟大阪本部事務局 一般社団法人大阪府サッカー協会 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  

株式会社国際東洋医療学院 公益財団法人枚方体育協会 

◇賛助会員(個人) (50 音順)

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 宮村 誠一（みやむら のぶかず）

◆会費は当協会が行う事業に活用

◆スポーツ観戦事業
観戦事業に会員枠を設け、観戦事業にお申込いただいた会員様の中から抽選でご招待！ 

◆年一回機関紙を送付！機関紙等により、障がい者スポーツ情報を提供させていただきます。

東  暁 粟木 剛 伊集院 譽 磯部 光三 伊藤 明子 伊藤 信子 猪熊 健仁 芋野 裕 上薗 修一 牛田 米子 大杉 茂生

岡井 明子 岡野 邦男 岡部 正秋 沖 涼太 奥野 一吉 織谷 孝司 掛川 真由美 垣野 泰彦 片倉 道夫 勝部 颯馬 角井 隆平

釜谷 勝代 釜谷 寿夫 川口 雅典 木村 英彦 草野 さゆり 國村 卓史  栗木 徹 小島 勝英 小杉 則章 齋藤 佳英 齋藤 佳奈

坂 圭菜 佐藤 公昭 清水 浩二 白濱 秀太 新田井 謙司 新屋 志郎 杉森 まり子 田岡 勉 髙橋 英昭 竹垣 俊子 武田 政治

楯川 美和 谷角 博志 田畑 圭規 辻本 隼 出口 武智郎 寺澤 利男 飛山 敏子 中井 久純 中尾 進 長尾 雅子 長尾 真知子

中島 彰 中野 矩嗣 中林 信一 中林 経子 中村 茂之 中山 忠正 中山 ミツ子 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 野村 誠二 橋田 隆男 橋爪 静夫 畑中 俊一 花岡 伸和 林  毅 林 映子 原  光敏 東谷 ひとみ

樋口 丈時 樋口 英樹 樋口 鈴奈 久本 佳那 深井 善明 藤本 時男 細川 浩敬 堀家 郁子 堀内 知美 松原 千春 松村 君枝

松本 上治 松本 福美 松山 茂基 宮村 誠一 三輪 隆子 村田 明人 森川 英子 矢野 達也 藪野 芳子 山内 知美 山口 淳一

山口 裕也 山口 洋二 山崎 麻由実 山下 常子 山田 秀二 山田 秀次 山森 一希 吉兼 望 吉川 順子 吉田 周一 米山 冨士子

頼尊 恒信 脇家 崇夫 (敬称略) 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。


