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「広げよう 感動。 伝えよう 感謝

第16回全国障害者スポーツ大会「2016希望郷いわて大会」

ひとりひとりが主役、いわてで輝いた
国内最大の障害者スポーツの祭典である第16
回全国障害者スポーツ大会「希望郷いわて大会」
が、
「広げよう 感動。伝えよう 感謝。」のスロー
ガンのもと、10月22日（土）～24日（月）の３日
間、東日本大震災津波からの復興の取組を進めて
いる岩手県で開催されました。
皇太子殿下ご臨席のもと、本県選手団（団長・四
方正治富山県手をつなぐ育成会理事長）は、結団壮
行式で寺林敏副知事より手渡された県旗を掲げた
追分啓至旗手（県立しらとり支援学校）を先頭に県
花のチューリップを手に、堂々と 行進しました。
この大会は、国民の障害に対する理解を深め、
障害者の社会参加の推進に寄与することを目的と
しています。あわせて「東日本大 震災復興の架け
橋」を合い言葉に、岩手県民の総力を結集して、夢
と感動を与え、復興のシンボルとなる大会を目指し

富山県選手団！

て開催されました。
本県選手は水泳、陸上、卓球（ST T含む）、フラ
イングディスク及びボウリング競技に記録更新を目
指して出場しました。
今大会では、金メダル７個、銀メダル９個、銅メ
ダル４個を獲得するとともに、１７の自己記録を更
新することができました。
また、全国から集った選手とも交流を深めるこ
とができました。
特に、岩手県の役員並びにサポートボランティア
の学生さんには、とても寒い中、献身的にお世話
をいただきましたこと、心より感謝申し上げます。
富 山 県 選 手 団 にとってこの 大 会
は、まさに夢と感 動を与えていただ
き、いつまでも「記憶」に残る大会と
なりました。
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「希望郷いわて大会」に出場された選手の皆さんや、役員の方からの感
想等を紹介します。
全国障害者スポーツ大会選手団
富山県選手団 団長
富山県手をつなぐ育成会

フライングディスク

高岡市

向井

信子

正治

１０月２０日～２５日の６日間、大変不安な気持ちでは

１０月１３日、県庁大ホールでの結団壮行式では、選手
団のやる気溢れる姿勢に団長として大会に向けた意気込
みを感じ、大変嬉しく思いました。開会式前日、宿舎で陸
上選手と本部役員が一緒に夕食をとり、和やかな雰囲気
の中にも全国大会に出場できた喜びと、選手団のまとま
りを感じることができました。２２日の開会式は、風もな
い素晴らしい天候に恵まれ、行進前に全 員で「エイエイ
オ－！」と声を上げ、チーム富山を存分にアピールし、皇太
子殿下が見守られる中、追分啓至旗手を先頭に、堂々た
る行進ができました。大会では、４競技で２０個のメダル
を獲得。昨年より若干減りましたが、県大 会での記録を
大幅に更新するなど、１７種目で自己新記録が出る活躍ぶ
りでありました。今回のいわて大会は、各会場が離れてお
り、選手団も分宿となり、そんな中、石倉、齊木副団長が
精力的に多くの競技に選手を激励して頂き、ありがとうご
ざいました。競技終了後は、共に闘った他県の選手と健
闘を称え合い、交流に花が咲いたと聞いております。
結 びに、岩 手 県 の 本 県 選 手 団 担 当 本 部 役 員、ボラン
ティアの皆様にきめ細かく大変お世話になったことも含
めて報告いたします。

ありましたが、役員さん、選手の方々、応援して頂いた皆

理事長

四方

自分の力を出し切った全国大会

さんのお陰で、非常に楽しく競技ができ、私にとって生涯
の記憶に残る大会となりました。
最初はアキュラシー競技。天候には恵まれましたが、風
は冷たく、強いものでした。公式練習もあまり良くなかっ
たのですが、
「自分を信じて、落ち着いて」の言葉で頑張
ることができました。結果は１０枚全部入り、金メダルを
獲得できました。翌日はディスタンス競技。不得意だった
のですが、銅メダルを獲得することができました。あと１
センチで銀メダル、という悔しさはありましたが、２種目
ともメダルを頂くことができ、まるで「夢のような大会」
となりました。
お世話して下さった関係者の皆様。本当に感謝してい
ます。今大会の縁を大切に今後も頑張っていきたいと思
います。ありがとうございました。

皆さんのご活躍が岩手県民に感動と希望を
岩手県選手団班本部

富山県担当リーダー

平野

利巳

この度の「第16回全国障害者スポーツ大会」におきま
しては、富山県からお越し頂いた選手、役 員の皆様のご
活躍、ご健闘により、無事大会を成功裏に終えることがで
きましたことに、心より感謝申し上げます。ご存じのよう
に岩手県では、平成23年の東日本大震災からの復興と、
本年８月の台風10号の復旧に総力を挙げて取り組んで
いるところです。未だに多くの尊い命を失った悲しみは心
の奥底に残ってはおりますが、選手の皆様の力一杯のご
健闘と、役員の皆様方のきめ細やかなサポート、そして一
つの家族のような雰囲気は、県民の心に和やかな感動と
希望を与えて頂いたものと感じております。わずか６日間
の不慣れなサポートではありましたが、一人
一人のお顔が未だに忘れることができませ
ん。皆様方が明るく希望に満ちた日々をお
過ごしできるよう、岩手の地からお祈り申
し上げます。

初めての全国大会
卓球

富山市

蒼生

健斗

全国大会に出場できると分かってから、卒業した富山聴覚
総合支援学校の部活動へ行ったり、水橋の体育館で沢田さ
んから丁寧に教えて頂きながら、練習しました。開会式では、
これから始まるすごい大会に参加するのだと思うと少し緊張
しました。試合では大井川さんからアドバイスを貰い、冷静に
落ち着いてどうするか考えながら臨みました。最初から強い
選手とあたり、焦りましたが、二試合めは勝つことができて、
銀メダルを貰うことができました。
とても嬉しかったです。
大会と私の誕生日が重なってボランティアの方からお祝
いをして頂きました。嬉しかったです。私のために色々してく
ださった恒川先生、役員の方々、ありがとうございました。
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希望郷いわて大会に参加して
啓至

水泳

富山市

黒田

亜希子

僕は初めて全国大会に出場しました。選手としてだけ

今回、代表として、家族からも会社からも応援頂きまし

でなく、旗手にも選ばれ、とても嬉しかったです。最初は

た。水泳は富山からは３人。３人だからこそ、仲良く和ん

重くて旗を掲げることが苦しかったですが、何回も練習し

での６日間を過ごすことができました。

て、上手にできるようになりました。

初日、ボランティアの皆さんと、県の担当者さんがすご

開会式当日は、笛の合図で旗を下げようとしたら落とし

い笑顔で出迎えてくださり、滞在中もいろいろお世話に

そうになり、慌てて持ち上げたら、今度は旗を支えるベル

なり、岩手のことも沢山教えて頂けました。以前参加した

トのバックルが外れて焦りましたが、最後まで、旗手を務

全国大 会よりかなり充実した大 会となったのも、皆さん

めることができました。競技は、１００ｍ走、走幅跳、４×
１００ｍリレーの３種目に出場しました。良い順位には入

のお陰です。
手作りのうちわを持ち込んで応援に駆けつけてくれた

れませんでしたが、１００ｍ走は、自己ベストを更新でき、

息子たちのお陰もあり、メダルを獲得できました。他のメ

練習の成果を十分発揮できたと思います。また、閉会式

ンバーも自己新記録を出しました。帰り際、思いがけない

後、徳島県選手から旗をもらうなど、沢山の人と交流でき

プレゼント。手紙と「そばっち」のぬいぐるみをボランティ

ました。この大 会は、僕の高校生活の心に残る良い思い
出となりました。今後も毎日頑張って練習を行い、是非も

アさんから貰った時は、思わすうるうるしちゃいました。
最 後 にご 指 導くだ さった 皆 様、応 援してくだ さった

う一度全国大会に出場したいと思います。

方々、有り難うございました。また、機会があれば全国大
会へ行きたいと思えた希望郷いわて大会でした。

最後に、応援してくださった皆さん、本当にありがとう
ございました。

ボウリング競技に参加して
ボウリング

富山高等支援学校

尺戸

大河

サポートボランティアを経験して（水泳）

僕は県 の 代 表として、東日本 大 震 災復 興 の 架け 橋 第
１６回全国障害者スポーツ大会、希望郷いわて大会ボウリ

岩手県

ング競技に出場しました。

学生

工藤

ゆ

い

歩惟

私はひとりで富山県を担当することになり、不安とやる

岩手までは、道のりが大変遠く、北陸新幹線で大宮ま

気が入り混じったまま大会を迎えました。

で行き、東北新幹線に乗り換えて盛岡に着いたと思った

富山県の方々はとても温かく、選手団全員が積極的に

ら５時間ほどたっていてびっくりしました。昨年は陸上競

話し掛けてくれて逆に緊張を解いてもらってしまいまし

技に出場させて頂きましたが、ボウリングは初めてで、す

た。毎日水泳会場に向かうことが楽しみでした。大 会で

ごく緊張しました。初日は自分の本来の調子が出ず、最悪

は、自己記録更新、メダルラッシュで嬉しそうな選手団の

でしたが、２日目からは気持ちも落ち着いて調子も少し

方々が印象的でした。身体の不自由を感じさせない泳ぎ

戻り、点数も上がってきました。

や、どれだけ練習してこられたのかを考えると私自身胸が

自 分 なりに 悔 い の 残 ら な い 試 合 が で き て 良 か った

熱くなりました。

で す。

あっという間の６日間で、参加した私が支えられ、選手
団の方の姿を見て、自分も頑張りたいとやる気を頂きまし
た。本当にありがとうございました。

（３）
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富山県選手団の記録

競技名

氏名

山崎

匠

追分啓至

所属

種目

富山視覚総
合支援学校

50m

しらとり
支援学校

飯野湧希

富山高等
支援学校

荒井亮汰

富山高等
支援学校

吉澤育男

黒部市

記録

順位

氏名

所属
種目
富山高等
50m背泳ぎ
土開康平
支援学校 50mバタフライ
25m背泳ぎ
水
山田睦海 南砺市
泳
25m平泳ぎ
25m自由形
黒田亜希子 富山市
50m平泳ぎ

記録
38秒55
36秒15
28秒37
30秒90
16秒99
53秒85

順位
5位
6位
2位
2位
1位
2位

3位

立幅跳

1m99㎝

2位

100m

13秒57

8位

走幅跳

4m50㎝

7位

100m

13秒43

7位

走幅跳

5m07㎝

6位

100m

13秒09

7位

蒼生健斗

富山市

一般卓球

3点 2位

立幅跳

2m23㎝

5位

立幅跳

1m95㎝

4位

卓
大井川勇人
球

富山市

一般卓球

4点 1位

50m

10秒67

3位

砲丸投

7m20㎝

4位

本江とみ子

射水市

サウンドテーブルテニス

3点 2位

陸 堺井重雄 南砺市 ジャベリックスロー 11m24㎝
上
走高跳
1m20㎝
高岡聴覚総
北本綾香
合支援学校
800m
2分45秒38

5位
1位
3位

末永梓月

砲丸投
5m95㎝
高岡聴覚総
合支援学校 ジャベリックスロー 14m57㎝

4位

新川藍花

高岡高等
支援学校

100m

15秒49

5位

走幅跳

3m42㎝

7位

棚田優子

富山市

100m

24秒07

1位

800m

3分17秒92

1位

53秒87

5位

4×100m
リレー

◇金メダル
◇銅メダル

7個
4個

2位

清本孔成
フ
ラ
イ
ン
グ
デ
ィ
ス
ク

西部好彦
川成雄平
中原知之
藤井千悦
向井信子

◇銀メダル

ボウリング

新川藍花
飯野湧希
荒井亮汰
追分啓至

競技名

8秒15

9個

ボッチャ藤井友里子さん
銀メダル獲得おめでとう！
リオパラリンピックで、見事ボッチャ団体銀メダルを
獲得。県民栄誉賞、魚津市民栄誉賞を受賞され、障害者
スポーツの普及発展に大きく貢献されました。１１月の
日本選手権（金沢）でも４連覇を果たされた藤井さん、
東京パラに向けての意気込みも語っておられます。ます
ますのご活躍を期待しています。

（４）

尺戸大河

にいかわ総 アキュラシーディスリート 5
合支援学校 ディスタンスメンズ ･ スタンディング
アキュラシーディスリート 5
高岡市
ディスタンスメンズ ･ スタンディング
アキュラシーディスリート 7
入善町
ディスタンスメンズ ･ スタンディング
富山視覚総 アキュラシーディスリート 5
合支援学校 ディスタンスメンズ ･ スタンディング
アキュラシーディスリート 5
南砺市
ディスタンスメンズ ･ スタンディング
アキュラシーディスリート 5
高岡市
ディスタンスレディース･スタンディング
富山高等
支援学校

ボウリング

4投
56m44㎝
9投
49m17㎝
1投
34m46㎝
3投
27m19㎝
4投
16m67㎝
10投
20m79㎝

7位
2位
1位
2位
8位
4位
7位
7位
8位
7位
1位
3位

472点 6位

選手の皆さんお疲れさまでした。

富山マラソン 2016
１０月３０日（日）第２回の富山マラソンは快晴
のもと開かれました。今年は車いすの部で細川一
雄さんが優勝、棚田優子さんが女子の部で優勝。
他に野 澤 拓哉さん（２位）、梅澤ゆとりさん（３
位）、日南田大輔さん（４位）も参加、完走されま
した。新湊大橋ジョギングの部に参加された方々
にも貴重な体験となりました。
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第 16 回 富山県障害者スポーツ大会
フ ラ イ ン グ デ ィ ス ク 競 技 会
期日：9月25日（日）

晴天の下、県総合運動公園屋内グラウンド及びフ
ァミリー広場を会場として、397名（身体119
名、知的257名、オープン21名）の選手が参加し
て開催されました。
開会式では、齊木志郎県障害福祉課長の開会の挨
拶、谷井晃県知的障害者福祉協会長の激励のことば
の後、高岡高等支援学校３年坂田朱音さんが選手宣
誓を行いました。アキュラシー種目のディスリー
ト・ファイブでは吉田秋夫さんをはじめ12名が10
点、岩瀬昭治さんをはじめ19名が９点、ディスリー
ト・セブンでは、舟守一枝さんはじめ４名が９点を
出すなど、日頃の練習の成果を発揮されました。
ディスタンス種目では、立位男子の部で中川元喜
さん、立位女子の部で山根瑛津子さん、座位男子の
部で梅澤ゆとりさん、座位女子の部で千澤雛希さん

会場：富山県総合運動公園

が最長飛距離を出されました。なお、座位男子の部
の梅澤ゆとりさんは、県大会新記録を樹立されまし
た。
この大会は、県障害者フライングディスク協会、
県障がい者スポーツ指導者協議会の他、ボランティ
アの皆さんの協力を得て開催しました。

卓 球 競 技 会
期日：11月12日（土）

卓球競技会は、県総合体育センター大アリーナ、
小アリーナ、会議室を会場に、168名（身体68
名、知的98名、オープン参加２名）の選手が参加し
て開催されました。
一般卓球は154名、サウンドテーブルテニスには
14名が出場しました。
開会式では、齊木志郎県障害福祉課長の開会の挨
拶、石倉義則県聴覚障害者協会理事長、原田佳津広
県卓球協会長の激励のことばの後、富山高等支援学
校３年美濃和花奈さんが選手宣誓を行いました。
午前は障害及び年齢区分別、男女別にリーグ戦

会場：富山県総合体育センター

が、午後は身体と知的に分かれての交流トーナメン
ト戦が行われました。
トーナメント戦上位グループ優勝者は、身体の
部、蜷川優也さん、知的の部、加藤博史さん、下位
グループの優勝者は、身体の部、和田健さん、知的
の部、松井貴寛さん、サウンドテーブルテニスの
部、山崎匠さんでした。
この大会は、県卓球協会レディース部、県障がい
者スポーツ指導者協議会の皆さん、富山福祉短期大
学生の協力を得て運営されました。

（５）

※（各競技会の成績の詳細は協会ＨＰをご覧ください。）

平成29年3月
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全国大会等での活躍の一部を紹介します
○車椅子バスケットボール
◦第８回Fazza国際車椅子バスケットトーナメントが４月に
アラブ首長国連邦のドバイで開催され、県WBC所属の岩井
孝義、寺内一真の２選手がエントリーする男子ジュニア日本
代表チームが準優勝しました。
◦「北九州チャンピオンズカップ国際車椅子バスケットボー
ル大会」が11月に「北九州市立総合体育館」で開催され、富
山県WBC所属の岩井孝義、寺内一真の２選手がエントリー
する日本チームが優勝しました。また同時開催の「第18回
全日本ブロック選抜車椅子バスケットボール選手権大会」
で、富山県WBC所属の宮島徹也、森泰誠の２選手がエント
リーする東海北陸ブロックチームが準優勝しました。
◦「第20回全国シニア選抜車椅子バスケットボール大会」
が11月に「グリーンアリー ナ神戸」で開催され、富山県
WBC所属の山口裕二、堀田良明、高田淳一の３選手がエン
トリーする東海北陸ブロック選抜チームが準優勝しました。
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○ボッチャ
◦「第18回日本ボッチャ選手権大会（本大会）」が11月に「い
しかわ総合スポーツセンター」で開催され、BC1の部で藤井
友里子さんが優勝し４連覇を達成されました。
○卓球
◦「第50回全国ろうあ者体育大会卓球競技」が９月に「山形
県総合運動公園」で開催され、女子団体で富山県チームが３
位、一般男子シングルスの部で蜷川優也さんが３位の成績を
収められました。
○水泳
◦「2016年度第19回日本知的障害者選手権水泳競技大会」
が６月に「横浜国際プール」で開催され、男子50ｍ平泳ぎで角
井俊生さんが３位、また、1月に「日本知的障害者選手権（２５
ｍ）水泳競技大会」が「千葉県国際総合水泳場（短水路）」で開
催され、角井俊生さんが男子50ｍ平泳ぎで１位、男子100m
平泳ぎで２位、男子100m個人メドレーで２位の成績を収めら
れました。
◦「第33回日本身体障がい者水泳選手権大会」が11月に「福
岡市総合西市民プール」で開催され、男子50ｍ自由形シニア
の部で朝山高志さんが３位の成績を収められました。

平成 28 年度 障害者スポーツ全国大会及び国際大会への選手派遣事業（旅費の一部を補助しています）
No.

大会名

開催期日

開催地

1 第８回Fazza国際車椅子バスケットボールトーナメント

4月21日～29日

アラブ首長国連邦・ドバイ

2 第44回日本車椅子バスケットボール選手権大会

5月3日～5日

東京都渋谷区「東京体育館」

派遣者数
2
13

3 2016年スペシャルオリンピックス日本・福岡設立20周年記念全国卓球競技会

5月14日～15日

福岡県春日市「春日市総合スポーツセンター」

3

4 2016年度第19回日本知的障害者選手権水泳競技大会

6月12日

横浜市「横浜国際プール」

2

5 第18回日本ボッチャ選手権大会（予選会）

7月8日～10日

山口県山口市「維新百年記念公園文化センター」

2

6 2016ジャパンパラ水泳競技大会

7月17日～18日

横浜市「横浜国際プール」

2

7 2016全国ジュニア選抜車椅子バスケットボール大会

8月6日～7日

愛知県名古屋市

8 第50回全国ろうあ者体育大会（卓球競技）

9月17日～18日

山形県天童市「山形県総合運動公園」

9 第50回全国ろうあ者体育大会（ボウリング競技）

「名東スポーツセンター」他

2
16

9月17日～18日

福島県郡山市「ボウルアピア郡山」

10

第50回全国ろうあ者体育大会（野球競技）

9月17日～18日

青森県五所川原市「五所川原市営球場」他

11

第13回全国視覚障害者卓球大会

9月18日～19日

東京都国立市「東京都多摩障害者スポーツセンター」

3

12

第30回全国ろうあ高齢者ゲートボール競技大会

9月24日～25日

新潟市「新潟市陸上競技場」

7

13

第７回全国ろうあ高齢者グラウンド・ゴルフ大会

9月24日～25日

新潟市「新潟市陸上競技場」

3

14

第12回全日本障がい者空手道競技大会

10月15日

東京都足立区「東京武道館」

5

15

第20回全国シニア選抜車椅子バスケットボール大会

11月5日～6日

兵庫県神戸市「グリーンアリーナ神戸」

3

16

第33回日本身体障がい者水泳選手権大会

11月12日～13日

福岡市「福岡市総合西市民プール」

4

17

第18回全日本ブロック選抜車椅子バスケットボール選手権大会

11月18日～20日

福岡県北九州市 「北九州市立総合体育館」

2

18

北九州チャンピオンズカップ国際車椅子バスケットボール大会

11月18日～20日

福岡県北九州市 「北九州市立総合体育館」

2

19

第８回国際クラス別パラ卓球選手権大会

11月19日～20日

大阪府大阪市「大阪市舞洲障害者スポーツセンター」

5

20

第18回日本ボッチャ選手権大会（本大会）

11月25日～27日

石川県金沢市「いしかわ総合スポーツセンター」

21

スペシャルオリンピックス日本2016年第１回全国ユニファイドサッカー大会

12月17日～18日

大阪府堺市「堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター」

22

第19回日本知的障害者選手権(25m)水泳競技大会

1月9日

千葉県習志野市「千葉県国際総合水泳場」

2

23

2017全日本チェアスキーチャンピオンシップ

2月10日～12日

長野県山ノ内町「よませ温泉スキー場」

5

24

第46回全国身体障害者スキー大会

3月10日～11日

長野県上田市｢菅平スキー場」

5

25

第37回ジャパンオープン・パラ卓球選手権大会

3月11日～12日

福岡県福岡市「福岡大学」

3

平成 28 年度
No

4
13

3
12

中央研修会及び全国大会等へ派遣された皆さんです。

研修会名等

1

平成28年度上級障がい者スポーツ指導員養成講習会

2

平成28年度中級障がい者スポーツ指導員養成講習会

期

日

（前期）
８月１９日
（金）
～２２日
（月・祝）
（後期）平成２９年１月１９日
（金）
～２２日
（日）
（前期）
７月２９日
（金）
～８月２日
（火）
（後期）12月15日
（木）
～１９日
（月）

会

場

派遣者

ハートピア鹿児島
（鹿児島県障害者自立交流センター）

志村芙美江さん

埼玉県障害者交流センター

大井しのぶさん

3

第12回障がい者スポーツ指導者全国研修会

12月３日
（土）、
４日
（日）

静岡県コンベンションアーツセンター

箭原

哲也さん

4

平成28年度ステップアップ研修会（1）

平成29年２月25日
（土）

大阪市長居障がい者スポーツセンター

髙瀨

夕夏さん

5

日本身体障がい者水泳連盟指導者研修会

平成２９年1月２１日
（土）
～２２日
（日）

神戸市しあわせの村

竹下
酒井

和彦さん
和子さん

6

平成28年度ステップアップ研修会（2）

平成29年3月18日
（土）

戸山サンライズ（東京）

津田
安部

勝さん
浩史さん

（６）
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スポーツ協会だより

第８回ボウリング記録会

障害者スポーツ指導員養成講習会（初級）
◇期日：11月26日（土）、27日（日）
12月4日（日）、11日（日）
◇会場：富山県総合体育センター、セーナー苑

今年度は、26名の方が講義や実技を受講されま
した。障がい者スポーツ指導員は、
◦「障がいの基本内容を理解し、喜びや楽しさを重
視したスポーツの導入を支援する。」
◦「地域の障がい者スポーツの振興を支える。」
など、障害者スポーツが注目を集める中、その普及、
発展に欠かせない役割を担っています。
○ 以下は参加者の感想の１部です。

平成29年3月

◇期日：平成29年２月18日（土）
◇会場：富山地鉄ゴールデンボウル

第8回富山県選抜知的障害者ボウリング記録会が、
県障害者スポーツ指導員の協力を得て、開催されまし
た。県内特別支援学校、手をつなぐ育成会各支部、ボウ
リング教室などから、38名（男子28名、女子10名）
の参加がありました。競技はアメリカン方式で行われ、
あちこちで好プレーへの声援が飛び交い、ハイタッチ
が見られるなど、充実した記録会となりました。
最高得点は270点を出した富山市の辻内京平さん、
女子は169点の富山聴覚総合支援学校の神野愛美さ
んでした。

◦障害者への知識がほぼ無い状態で参加し、やっ

と入り口の扉が開けたように感じました。自分を
基準に運動指導をしていましたが、いろんな目線
で考え、対応していきたいと思います。
◦４日間の講義、実技を超えてきたが、大変興味

深く聞くこと、見ること、すべて勉強になった。目
からうろこという言 葉は私のためにあると思っ
た。さらに学習意欲を奮い立たせた今回の講習
は本当に意義深いものだった。

第２回障害者スポーツ指導員並びに
スポーツ教室・クラブ代表者連絡会議及び
研修会
◇期日：平成29年２月19日（日）
◇会場：富山県総合福祉会館（サンシップとやま）

視覚障害の体験

今回は障害者スポーツ指導員と、教室・クラブ代表
者が合同で会議及び研修会を開きました。合同で実施
することで、お互いの連携の機会となり、今後の教室・
クラブへ の支 援や協力が 期待できる会ともなりまし
た。
今年度の協会の事業進捗状況他、報告や連絡が行
われた後、研修会に移りました。
講師は、金沢病院整形外科診療部長の金澤芳光ドク
ターに依頼し、
「傷害の予防と健康管理」という内容
をメインにお話頂きました。障害者スポーツドクター
でもあり、豊富なご経験や幅広い知識をお持ちという
ことで、多くの質問も出て、有意義な研修の機会となり
ました。

セーナー苑にて利用者の方との活動（実技研修）

（７）

平成29年3月

スポーツ協会だより
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今年度も障害者スポーツ教室・クラブが主催する交流会等が開催されています。
ＮＯ

交流大会名

期

1

第17回北信越オープン障害者交流卓球大会

7月2日、3日

日

立山町中央体育センター

会

場

2

車椅子マラソン交流会

7月24日

富山県総合運動公園ランニングコース

3

第15回車椅子テニス富山大会

10月16日

南砺市福光屋内グラウンド

4

卓球バレー講習会・交流会

11月20日

富山市星井町体育館

5

第22回富山県障害者交流卓球大会

平成29年2月26日

富山市勤労身体障害者体育センター

6

フェスティバル 「障害のある人もない人もみんなでフライングディスク」

平成29年3月

県総合体育センター

7

サウンドテーブルテニス交流会

平成29年3月

富山県視覚障害者福祉センター

８

第19回あいの風車椅子バスケットボール競技大会

平成29年3月

魚津市テクノドーム（ありそドーム）

平成 29 年度 第 17 回富山県障害者スポーツ大会

平成 29 年度 第 17 回富山県障害者スポーツ大会の各競技会を次の日程で開催します。
競

技

会

水 泳 競 技 会
陸 上 競 技 会
フライングディスク
競 技 会
卓 球 競 技 会

日

時

場

参加申込期限

平成29年4月16日㈰

富山市東富山温水プール

平成29年5月21日㈰

富山県総合運動公園 陸上競技場

平成29年9月24日㈰
（9：00 ～ 15：30）

富山県総合運動公園 屋内グラウンド
及びファミリー広場（富山市南中田 368）

平成29年11月12日㈰

富山県総合体育センター

（9：20 ～ 12：30）
（9：00 ～ 15：30）

（富山市南中田 368）

（9：30 ～ 15：30）

（富山市秋ヶ島 183）

出場選手は、次のすべての条件を満たす方
①平成29年４月１日現在、13歳以上の身体障害者手帳又は療
育手帳を有する方。あるいは療育手帳の取得の対象に準ずる
障害のある方。
（ただし、フライングディスク競技会、卓球競
技会については12歳の生徒も可とします。）
②県内に居住する方。
（県内の特別支援学校の生徒、又は障害
者福祉施設等の入所者及び利用者を含む）

参加申込

①居住する市町村の障害者主管課を通じて富山県障害者スポー
ツ協会に申し込みます。

富山県障害者スポーツ協会

3月2日㈭

（富山市米田 65-4）

参加資格

富山県障害者
スポーツ
協会から

所

3月24日㈮
8月3日㈭
9月28日㈭

②特別支援学校の生徒、又は障害者福祉施設の入所者及び利
用者は、学校又は施設を通じて富山県障害者スポーツ協会に
申し込みます。
（特別支援学校の生徒は卒業後は、①の方法
で申し込みます。）

お知らせ

①水泳競技会と陸上競技会の記録は第１
７回全国障害者スポー
え がお
ツ大会（愛顔つなぐえひめ大会）、フライングディスク競技会、
卓球競技会の記録は第１８回全国障害者スポーツ大会（福井
しあわせ元気大会）の県代表選手選考の参考となります。
②詳細については、市町村・特別支援学校・障害者福祉施設等に
配布される各競技会の開催要項をご覧ください。

富山市下飯野 70-4

TEL. 076-413-2248

FAX. 076-413-2304

募集
○ボランティア 上記４大会に、ボランティアを希望される方はご連絡ください。
陸上競技会及びフライングディスク競技会に、出店を希望される団体はご連絡ください。
○出店
講習会・研修会
○障害者スポーツ指導員養成講習会（初級）
時期 11 月、12 月の４日間／場所 富山県総合体育センター など
○障害者スポーツ審判員養成講習会
○障害者スポーツ指導員連絡会議・研修会
県外派遣
・中級及び上級障がい者スポーツ指導員養成講習会 ・障がい者スポーツ指導者中央研修会
・障がい者スポーツ審判員養成研修会
・障がい者スポーツ医養成研修会

※県外派遣研修情報は日本障がい者スポーツ協会 HP を参照ください。

富山県障がい者スポーツ指導者協議会から
☆市町村や施設等の主催する、障害のある方のスポーツ大会や練習会などをサポートします。
☆富山県障害者スポーツ大会の運営に協力するとともに、障害者スポーツ教室・クラブに支援・協力しています。

（８）

