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↑メダル 栃木県の伝統工芸品「鹿沼組子」をモチーフにデザイン。表面の模様は「桜」裏面の模様は「胡麻」を使用し、組子のもつ美しさと繊細さを表現。 

 
 

2019 年台風のため中止、また、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2020 年（延期）・2021 年中止と

なった全国障害者スポーツ大会が 4 年ぶりに栃木県で 10 月 29 日（土）～31 日（月）に開催されました。 

大阪府選手団は、田中進 団長（社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 常務理事）、宮村誠一 副団長(当協会 専務理事)をはじめ、

役員 58 名、選手 82 名、合計 140 名が参加。選手は全力で取り組み、監督･コーチのみなさまは丁寧に指導して

くださり、素晴らしい選手団となりました。本当にありがとうございました。次回は鹿児島県での開催。「燃ゆる

感動かごしま大会」に向けて府内のパラスポーツ振興を進めてまいります。 

 

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

1 陸上 泉南 岡井 明子 36 水泳 高槻 勝部 颯馬 71 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ 枚方 松田 知香 23 陸上 ｺｰﾁ 髙田 直 

2 陸上 富田林 岡部 和人 37 水泳 寝屋川 橘高 孝太 72 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ 高槻 松冨 琉也 24 陸上 ｺｰﾁ 瀧谷 俊也 

3 陸上 和泉 栫 久己 38 水泳 吹田 木下 愛萊 73 ﾎﾞｯﾁｬ 和泉 岩根 正典 25 陸上 ｺｰﾁ 中尾 友紀 

4 陸上 門真 片山 住子 39 水泳 茨木 関 ケビン 74 ﾎﾞｯﾁｬ 富田林 川地 裕太 26 陸上 ｺｰﾁ 並木 聡子 

5 陸上 泉佐野 川合 裕人 40 水泳 摂津 出口 瑛瑚 75 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 高槻 榎田美和子 27 陸上 ｺｰﾁ 福田 浩之 

6 陸上 吹田 木下麻奈美 41 水泳 四條畷 山口 淳一 76 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 茨木 小川 慶人 28 陸上 ｺｰﾁ 馬迫雄次郎 

7 陸上 枚方 佐藤 公昭 42 ｱｰﾁｪﾘｰ 東大阪 上山 友裕 77 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 茨木 小川 倫世 29 陸上 ｺｰﾁ 村井 正信  

8 陸上 茨木 内匠 浩平 43 卓球 枚方 伊藤 信子 78 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 茨木 小川 芽恵 30 陸上 ｺｰﾁ 森 文子 

9 陸上 泉大津 玉井 雅美 44 卓球 箕面 柴田 昌俊 79 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 高槻 倉町 昌之 31 陸上 ｺｰﾁ 山田 昇 

10 陸上 吹田 辻岡 恵子 45 卓球 大東 宮前 貴浩 80 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 茨木 土井 一郎 32 陸上 ｺｰﾁ 山中 晃司 

11 陸上 富田林 西田 卓司 46 卓球 箕面 山田 優 81 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 吹田 中野 幸造 33 陸上 ｺｰﾁ 山本 美紀 

12 陸上 高石 久井 雅人 47 STT 豊中 石倉美栄子 82 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 吹田 山本 勇基 34 陸上 ｺｰﾁ 吉本 誠二 

13 陸上 八尾 福田 晃生 48 卓球 枚方 野田拓次朗 ※STT＝ｻｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽ FD＝ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 35 水泳 監督 林  昌之 

14 陸上 寝屋川 牟田 彰 49 卓球 枚方 緒方 碩 № 役員 氏 名 36 水泳 ｺｰﾁ 小早川佳紀 

15 陸上 松原 吉村 尚己 50 卓球 岸和田 黒木 勝 1 団長 田中 進 37 水泳 ｺｰﾁ 高木 大輔 

16 陸上 泉南 荒木 芽夢 51 卓球 高槻 田村 悠都 2 副団長 宮村 誠一 38 水泳 ｺｰﾁ 髙橋 正子 

17 陸上 大阪狭山 池田 光希 52 卓球 茨木 山口 裕也 3 医師 豊田 嘉清 39 水泳 ｺｰﾁ 山田 昭人 

18 陸上 大東 井上 翔太 53 卓球 松原 和田なつき 4 看護師 松林愛友香 40 ｱｰﾁｪﾘｰ 監督 岡野 邦男 

19 陸上 四條畷 榎倉 佑馬 54 FD 岸和田 東 暁 5 総務 淺井 宏純 41 卓球 監督 平尾 信次 

20 陸上 阪南 加藤 兵馬 55 FD 岸和田 井上伊緒菜 6 総務 石田 俊一 42 卓球 ｺｰﾁ 亀井 優子 

21 陸上 茨木 古月 拓也 56 FD 松原 織谷 孝司 7 総務 奥村 好弘 43 卓球 ｺｰﾁ 延谷 竹昭 

22 陸上 豊中 坂口 修平 57 FD 和泉 来田 綾 8 総務 中村 行伸 44 卓球 ｺｰﾁ 原田亜矢子 

23 陸上 吹田 清水 雅大 58 FD 和泉 中山ミツ子 9 総務 金城 七奈 45 卓球 ｺｰﾁ 藤本 成子 

24 陸上 吹田 原口 知秀 59 FD 東大阪 村田 貞男 10 総務 山﨑 実佳 46 FD 監督 長井 豊治 

25 陸上 枚方 東 千優 60 FD 吹田 吉川 実来 11 総務 川瀨 祐貴 47 FD ｺｰﾁ 新川 豊美 

26 陸上 寝屋川 宮浦 健悟 61 FD 泉南 浅山ひなた 12 総務 森岡 孝夫 48 FD ｺｰﾁ 中島作大朗 

27 陸上 和泉 宮本 寛也 62 FD 泉大津 小滝 一徳 13 総務 吉野 太陽 49 FD ｺｰﾁ 西河 鉄二 

28 陸上 摂津 森上 載斗 63 FD 泉佐野 田中 蒼真 14 総務 濱﨑洸太朗 50 FD ｺｰﾁ 藤田 尚子 

29 陸上 阪南 山口 惇也 64 FD 泉南 中野 矩嗣 15 総務 橋本 実歩 51 FD ｺｰﾁ 山本 麻里 

30 陸上 茨木 山口 拓海 65 FD 田尻 濱野 靖男 16 総務 岡 秀行 52 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ 監督 和田 秀樹 

31 陸上 羽曳野 山下 愛羅 66 FD 泉南 無笹 愛菜 17 総務 邨上 鈴奈 53 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ ｺｰﾁ 齋藤 成美 

32 水泳 熊取 稲葉 潤也 67 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ 東大阪 浅野 卓美 18 陸上 監督 大機 和正 54 ﾎﾞｯﾁｬ 監督 内藤 卓也 

33 水泳 島本 長尾 慶士 68 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ 大東 大川 勇治 19 陸上 ｺｰﾁ 安里 匡喜 55 ﾎﾞｯﾁｬ ｺｰﾁ 川地 章仁 

34 水泳 交野 中島 彰 69 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ 寝屋川 木下 毅 20 陸上 ｺｰﾁ 大村 文弘 56 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 監督 才脇 洋一 

35 水泳 大阪狭山 宮川 珠和 70 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ 豊中 日野 達貴 21 陸上 ｺｰﾁ 奥田 龍男 57 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ｺｰﾁ 小畠 知子 

 22 陸上 ｺｰﾁ 小野 和彦 58 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ｺｰﾁ 中西 幹平 

※2021 年度発行大阪府障がい者スポーツ協会ニュース VOL.31 全国障害者スポーツ大会大阪府選手団一覧表について  

掲載に誤りがありました。 卓球 荘司 秀浩さんの市町村について【誤:高槻】→【正:東大阪】お詫びするとともに、ここに訂正させていただきます。 

■大阪府選手団競技別獲得メダル数 

  陸上 水泳 ｱｰﾁｪﾘｰ 卓球 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ ﾎﾞｯﾁｬ 合計 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 

金 26 15 １ ６ ６ ２ 1 57 1 

銀 11 ４ - １ ５ ２ - 23 - 

銀 金 銅 銅 10 ２ - ３ ３ ０ - 18 - 

とちぎ国体･大会承認第 1-20 号 



 
■ボッチャ 
脳性まひなど重い障がいがある人のために考案

されたパラスポーツで赤と青のボール６球ずつ

投げ合い、「ジャックボール」と呼ばれる白い

ボール(的球)どれだけ近づけれるかを競う。 

全国障害者スポーツ大会では、今回初めて正式

競技に採用。1 チーム 2 人 1 組で全国から出場

した選手が熱戦を広げた。 

大阪府は金メダルを獲得！ 

 

■スラローム(陸上競技) 
全長 30m の直走路に置かれた赤白の旗門を前

進、後進等しながら 

通過し、そのタイム 

を競い合う競技。 

車いす使用者が参加 

する種目。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Next Japan Disabled Sports Association 

2023 年度の特別全国障害者スポーツ大会は鹿児島県で、「燃ゆる感動かごしま大会」が開催される予定です。 

 

 

とちまるくん                         ぐりぶー                  

 

（2022 年）「いちご一会とちぎ大会」マスコット     （2023 年）「燃ゆる感動かごしま大会」マスコット 

04 かごしま国体承認第 1-13 号 とちぎ国体･大会承認第 1-20 号 

Ⓒ2014 大阪府もずやん 

Pickup

！ 

Pickup

！ 

■フライングディスク 
アキュラシー → 

5m または 7m 離れた 

内径 91.5cm の的に 

向かって 10 回投げ、 

通過回数を競う。 

ディスタンス 

シンプルに投球の最長記録を競う。 

Pickup

！ 



 

■スポーツ観戦招待事業 

野球 

日程：5 月 7 日（土）8 日（日） 

協力：ｵﾘｯｸｽ・ﾊﾞﾌｧﾛｰｽﾞ選手会 

会場：京セラドーム大阪 

人数：100 組 200 席 

車いすテニス 

日程：9 月 22 日(木)～25 日（日） 

協力：大阪車いすテニス協会 

会場：ITC 靭テニスセンター 

アメリカンフットボール 

日程：11 月 26 日（土） 

協力：関西学生ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟 

会場：万博記念競技場 

人数：40 組 80 名 

バレーボール（予定） 

日程：2023 年 1 月 22 日（日） 

協力：ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 

大阪府ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会 

会場：おおきにアリーナ舞洲 

人数：22 組 44 名 

バスケットボール（予定） 

日程：2023 年 3 月 4 日（土） 

協力：大阪府ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会 

会場：堺市立大浜体育館 

人数：19 組 38 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■第 22 回大阪府障がい者スポーツ大会 報告  

競技名 日程 会場 人数 

陸上 ５月 8日（日） 万博記念競技場 244名 

水泳 ５月14日（土） 東和薬品ＲＡＣＴＡＢドーム 72名 

アーチェリー ５月15日（日） 浜寺公園アーチェリー場 10名 

卓球（STT含む） ５月28日（土） 東和薬品ＲＡＣＴＡＢドーム 110名 

フライングディスク ５月22日（日） ファインプラザ大阪 115名 

ボウリング ５月21日（土） 牧野松園ボウル 121名 

ボッチャ ５月29日（日） ファインプラザ大阪 24名 

 

■日本パラスポーツ協会委託 令和 4 年度 障害者スポーツ振興事業 

大阪府内支援学校・支援学級等スポーツ指導員派遣事業 
「学校でいっしょにスポーツしよう！」 

日程：9 月～2023 年 1 月 会場：大阪府内支援学校・支援学級 

■障がい者スポーツ指導者等現任者研修会 

日程：5 月 4 日（土） 会場：ファインプラザ大阪 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■大阪府知的障がい者サッカー教室 

日程：9 月 25 日（日） 会場：J-GREEN 堺 

協力：一般社団法人 大阪府サッカー協会 

■大阪府障がい者スポーツ大会 知的障がい者団体競技（予定） 

サッカー 

日程：12 月 11 日（日） 

会場：J-GREEN 堺 

ソフトボール 

日程：12 月 24 日（土） 

会場：泉南市民球場 

バスケットボール 

日程 12 月 24 日（土） 

会場：府立成美高等学校 

 

■大阪府障がい者アイススケート教室（予定） 

日程：2023 年 1 月 26 日（木）27 日（金） 

会場：東和薬品 RACTAB ドーム 

■ひらかたハーフマラソン（視覚障がいの部）（予定） 

日程：2023 年 1 月 9 日（月・祝） 

会場：淀川左岸緊急用河川敷道路 

■大阪府中級障がい者スポーツ指導員講習会 
（公社）日本理学療法士協会会員理学療法士コース 

日程：11 月 19 日（土）・20 日（日）・26 日（土）・27（日） 

主催：公益社団法人大阪府理学療法士会 大阪府障がい者スポーツ協会 

■共に生きる障がい者展 東京パラリンピックパネル展示 

日程：11 月 19 日（土）  会場：ビッグ・アイ 

■令和３年度公益財団法人日本パラスポーツ協会補助 障害者スポーツ振興事業 
「障害者スポーツ実施環境の構築支援事業」 パラスポーツ体験会 
 

アーチェリー ボッチャ 卓球（予定） ビームライフル 

10 月 22 日（土） 11 月 23 日（水・祝） 2023 年 1 月 8 日（日） 日程調整中 

 

※その他、事業は調整中。 （予定）の写真は昨年度写真です。 

 

■大阪府知的障がい者フットベースボール教室 

日程：12 月８日（木） 

会場：府立すながわ高等支援学校 

■大阪府知的障がい者ソフトボール指導者派遣事業 

日程：11 月 12 日（土）会場：府立たまがわ高等支援学校 

協力：大阪府ソフトボール協会 



 

 

■パラスポーツの教室・体験会等お考えの 市町村・学校・団体のみなさま 

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）日本パラ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。ご相談ください。 

■対象 市町村・学校・総合型地域スポーツクラブ・ 

障がい者施設・企業等団体。 

幼児から高齢者、障がいの有無は問いません。 

■場所 依頼者が運動施設や会議室、学校等、場所を 

ご用意、ご手配ください。 

■料金 指導・講師料 ＋ 交通費 + 用具等費 ＝ 派遣費用 条件(派遣人数等)により料金が変動します。。 
 

■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 
大阪府障がい者スポーツ協会「障がい者スポーツ指導員等派遣システム」にご登録、ご協力お願いします。 

Q.誰でも登録できるの？ 

A.（公財）日本パラスポーツ協会公認資格所持者「初級・中級・上級」全ての方が対象です。 

ただし、競技によってはパラアスリートや競技団体の指導者（コーチ等）もご登録いただけます。 

Q 申込方法は？ 

 A.申請書を当協会ホームページで確認。ダウンロードし、必要事項をご記入いただき、FAX あるいは郵

送。または、メールでお申込み（送信）いただくことも可能です。 

※メールでお申込みの場合、1 週間以上返信がない場合、お手数ですが電話あるいは FAX でご連絡お願い

いたします。 

Q 申込期限は？ A.ありません。 
 

■パラスポーツの用具貸出を行っています！  
■対象   パラスポーツの普及活動を目的で行う市町村・学校・団体 

■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、各自行ってください 
 

■障がい者を対象とするさまざまな教室を実施している府立のスポーツセンター 
 

➤ファインプラザ大阪 

（大阪府立障がい者交流促進センター）  

〒590－0137 大阪府堺市南区城山台 5 丁 1 番 2 号 

TEL（０７２）２９６－６３１１ 

FAX（０７２）２９６－６３１３ 

➤大阪府立稲スポーツセンター 

〒562-0015 大阪府箕面市稲６丁目１５番２６号 

              （あいあいプラザ内） 

TEL（０７２）７２８－４８２２  

FAX（０７２）７２８－４８７６ 



裾野拡大 

■障がい者の健康維持・増進  

■府・市町村との連携 

◇福祉課 ◇教育委員会 

◇学校(支援学校等) 

■ボランティアの育成・活用 

競技力の向上 

■大会等の開催等 

◇大阪府障がい者スポーツ大会の開催 

◇全国障害者スポーツ大会への 

大阪府選手団派遣 

■パラスポーツ団体・クラブの育成・支援 

普及・啓発 

■パラスポーツへの参加・支援 

■競技団体・企業等との連携 

■障がい者スポーツ指導員の 

育成・活用 

■パラスポーツの情報収集･提供 

  障がい者自身のスポーツ活動の参加促進  

■SDGs の取り組みとのパラスポーツ 

“誰一人取り残さない”をスローガンに 2030 年までに全世界で達成を目指す SDGs（持続可能な開発目標）。 

目標3 目標4 目標10 目標11 目標17 

全ての人に健康と福祉を 質の高い教育をみんなに 人や国の不平等をなくそう 住み続けられるまちづくりを ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟで目標を達成しよう 

     

 

 

 

■大阪府障がい者スポーツ協会のあゆみ 

平成 9 年 11 月に開催された第３３回全国身体障害者スポーツ大会「ふれ愛ぴっく大阪」で高まった障がい

者スポーツの振興に向けた気運を契機として、障がい者が「いつでも、だれでも、気軽に」参加できるスポー

ツ環境づくりを推進するため、府、市町村はもとより、広く民間の関係団体との連携を図りながら、公民一体

となって障がい者スポーツの振興を一元的に実施する組織として、平成 10 年 2 月 25 日に設置された任意団

体である。 
 

・平成 10 年 2 月～25 年 3 月 大阪府福祉部自立支援課に事務局を置く 

・平成 25 年 4 月～  ファインプラザ大阪に事務局を移転 

・平成 27 年 4 月～ 「大阪府障がい者スポーツ協会」に名称変更          
 

■構成 ※2022 年 12 月 1 日時点 

・理事 22 名、監事 2 名、評議員 25 名 

・正会員 9 団体、賛助会員（企業・団体）17 団体、賛助会員（個人）153 名 
 

■大阪府障害者スポーツ振興協会設立発起人 ※平成 10 年 2 月当時 

・社会福祉法人大阪身体障害者団体連合会理事長 樋口 四郎  

・大阪体育大学学長 田口 守隆（発起人代表） 他 9 名 
 

■会長 
・平成 10 年度～21 年度 田口 守隆 

・平成 22 年度～現 在  橋爪 静夫 
 

■基本方針  

障がい者が身近な地域でスポーツに親しみ、さらには、スポーツ選手として競技力の向上をめざすことので

きる環境（機会と場づくり、人づくり）の整備のために、大阪府障がい者スポーツ協会は、障がい者一人ひと

りの競技力の向上にむけた取り組みのほか、地域における障がい者のスポーツ振興のための環境づくり（裾野

の拡大）を進めるとともに、パラスポーツを一層啓発・普及していくことをめざしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

今年度新規でご入会いただいた方、および継続会員の方です。※2022 年 12 月 1 日時点 

ご支援いただき、誠にありがとうございます。 

◇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、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、大阪府ボウリング連盟、大阪府アーチェリー連盟、一般社団法人大阪府サッカー協会 

公益社団法人大阪府鍼灸マッサージ師会、公益財団法人枚方市スポーツ協会、東大阪市ラグビーフットボール協会、池田市卓球協会 

大阪パラアーチェリーフレンド、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  

特定非営利活動法人茨木東スポーツクラブ レッツ、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 

大阪トヨタ自動車株式会社、錦城護謨株式会社、大阪府スポーツ推進委員協議会、東大阪市スポーツ推進委員協議会 

ジェイアイシーウエスト株式会社、国際東洋医療学院  

◇賛助会員(個人) (50 音順)  

青山 和代 上仲 基子 角井 隆平 齋藤 佳英 苑田 徳子 堤下侑己菜 中村 清久 花岡 伸和 船戸百合子 松本 福美 山田 秀二 

浅田 昌子 牛田 米子 加藤 衛 齋藤 佳奈 田岡 勉 出太鼓俊宏 新山 祐香 浜田 国治 宝来 正 松本 正美 山田 秀次 

東  暁 梅咲 晴代 柄谷トシ子 斉藤 均 高橋 秀和 寺澤 利男 西江 忠男 濱田 勝敬 細川 浩敬 松山 茂基 山本 正太 

天本 秀晃 大垣 慶明 川口 雅典 酒井 節子 瀧谷 俊也 徳岡 剛 西口 禎二 林  毅 堀家 郁子 水島 芳彦 山森 一希 

飯田 隆仁 岡 博子 北浦 義己 阪本美智子 竹垣 俊子 戸田 健二 西田  陽二 林 千恵美 牧村 優香 南 大次郎 吉金 英明 

池上 元浩 岡井 明子 草野さゆり 佐藤 公昭 田島 一 飛山 敏子 西田 卓司 原  光敏 益子 晋一 三盛由紀子 吉田 友子 

石崎 嘉明 岡田 正哲 久保田 裕 山東ひかり 田中 智子 取違 大輝 西山 章子 原田 佳代 桝野 仁志 村田 明人 吉見 正隆 

石橋久美子 岡野 邦男 倉田 恵子 清水佐和子 谷角 博志 長尾 雅子 野口智永子 東谷ひとみ 松井 茂 望月恵美子 米山冨士子 

石橋 淳 沖 涼太 栗林あさみ 白濱正太郎 田畑 圭規 中島 彰 野口 昌弘 樋口 丈時 松井 健 森田 敦子 頼尊 恒信 

伊集院 譽 奥野 紀樹 小杉 則章 新屋 志郎 田淵栄実子 中園 次男 野田拓次朗 久井 雅人 松川 訓久 森脇 彰子 若狭 知里 

磯部 光三 奥山 徳治 小谷恵美子 末広 亨 玉島  操 中野 美穂 延谷 竹昭 深井 善明 松田 靖史 八木みどり 脇家 崇夫 

稲葉 貢 織谷 孝司 小仲 早苗 杉本 由紀 辻 真愛澪 仲濵 信治 橋田 隆男 藤本 成子 松原 千春 山口 淳一  

岩重 敏子 垣野 泰彦 小林 常男 杉森まり子 辻尾 玲奈 中林 信一 橋本 悠平 藤本 清二 松村 君枝 山口 裕也  

上薗 修一 片山 住子 斉喜 博美 曽田久美子 辻本 隼 中林 経子 畑中 俊一 藤本 時男 松村 千愛 山下 常子  

※賛助会員のご芳名の掲載をご希望されない方は、協会あてにご連絡をお願いいたします。 

 

■新規会員募集   
当協会は、パラスポーツの振興を図り、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に各種事業を実施しております。これら事業を実施するうえで、賛助会費は、貴重な

財源となっております。パラスポーツをより一層充実するため、みなさまのご支援ご協力をお願いいたします。 

 

 
 

 

 
 

 

➤会費のお振り込みについて 

◇銀行振込の場合 （申し訳ございませんが、手数料ご負担願います。） 

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。 

 

 

 

◇郵便振替の場合 

  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。振込手数料は本協会が負担します。 

ただし、ＡＴＭ、窓口にて現金でお振込の場合は１１０円の加算料金が掛かります。 

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 

・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） 


