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最近は、天皇陛下の譲位に伴い、「平成最後の」という言葉をよく耳にいたしま

すが、この度も同様に、平成最後の新年の挨拶となります。  

天皇陛下は先の天皇誕生日のご挨拶の中で、「戦後の日本」「災害」「海外と日本」

などの話題にふれ、日本国の象徴として真摯に向き合ってきた温かくも深いお言

葉の 1 つ 1 つに敬意の念を持ちながら拝聴いたしました。特にも「障がい者スポ

ーツ」においては、皇太子であった時から力を注ぎ、我が国の障がい者スポーツ

の父といわれる大分県の中村裕先生をはじめ、多くの関係者とともに 1964 年の

東京パラリンピックの実現、翌年からの全国身体障害者スポーツ大会の開催へと

導いたご尽力に対して身体障がい当事者といたしましても感謝の念が湧き上がっ

てくる思いであります。  

当協会としてもあらためて先駆的な立場で取組まれた方々に感謝を申し上げる

とともに、今後、さらに多くの障がい当事者がスポーツ活動や文化活動を通して

共生社会の一員として参画できるよう取り組んでまいりたいと決意するところで

あります。  

さらに、東京オリンピック・パラリンピック開催まで 2 年を切り、障がい当事

者にとっても希望が膨らむ１年となります。日本代表選手となるには限りなく高

いハードルとなりますが、「聖火リレー」や「観戦」「応援」など、私たちがどの

ように関わっていくのかとても楽しみであります。  

しかしながら、私たちは、このビッグイベントが共生社会の実現に向けた取り

組みでもあることを自覚しなければなりません。この機会を逃さず、大きな原動

力として地域において障がいのあるなしに関わらず、多様な価値観を認め合い、

安心して豊かな生活を送ることができるよう、そして各方面に渡る関係団体の皆

様からのご支援にお応えできるよう、手をつないで前進していきましょう。  

（一社）岩手県障がい者スポーツ協会 会長  藤井 公博 

開催要項、申込書データのダウンロードや詳細情

報は当協会のホームページよりご覧ください。 

ＵＲＬ→ http://www.iwate-adaptive.or.jp/ 

  

■特集記事 

P2／サントリーチャレンジドスポーツ体験教室 

P3／PT のための中級障がい者スポーツ指導員養成講習会 

■活動報告（P4～P5） 

生涯スポーツシンポジウム／盛岡市スポーツ推進委員研修

会／ふれあい音楽祭 2018／卓球バレー地域探訪 他 

■事業予定（P6） 

■掲示板（P7） 

ボッチャサポーター養成講習会／障がい者スポーツ体験会

／中級障がい者スポーツ指導員養成講習会／障がい者ボウ

リング交流会／いわてアスリート就職マッチング2020／ホ

ルスト・ストローケンデル氏追悼企画 他 

■会員紹介（P8） 

お問合せ先：一般社団法人岩手県障がい者スポーツ協会 
TEL 019-637-5055 ／ FAX 019-637-7626 
E-mail：info@iwate-adaptive.or.jp 

新年のご挨拶 

CONTENS ホームページについて 
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特集記事 
-Special Program- 

 サントリー・チャレンジドスポーツ体験教室 
開催期日：平成 30 年 12 月 9 日（日）／ 開催会場：ふれあいランド岩手・体育館 

▲パラ陸上選手の谷真海さん。現在はトラ

イアスロンに取り組んでいる。サントリー

の社員でもある。 

サントリーグループでは障がい者スポーツを「チャレンジドスポーツ」と捉

え、障がい者トップアスリートの支援からスポーツ導入や普及活動まで幅広

い活動を展開している。企業において普及・導入まで支援をする例は少なく、

当協会にとって、とても心強いパートナーである。 

体験教室として開催するのは、今回で 2 度目である。当日は、午前の部 65

名、午後の部 66 名、合計 131 名の方が参加した。今回のプログラムは、車

いすバスケ、ウィルチェアラグビー、パラ陸上（ガイド体験・車いすレーサー

体験）、ボッチャ、卓球バレーなどで、参加者を 6 名程度のグループに分け、

ローテーション方式にて一通りのプログラムを体験していただいた。 

講師には、本県の車いすバスケットボールチーム「ラッセル岩手」、東北エリアを拠点とするウィルチェア

ラグビーチーム「TOUHOKUSTORMERS」、平昌パラリンピックに出場した高村和人選手など多くの方々にご

協力をいただいていた。また、スペシャルゲストとしてパラ陸上から谷真海選手、車いすバスケ女子の日本代

表強化指定選手の鈴木百萌子選手、財満いずみ選手にもお越しいただき、体験教室後にはトークセッションを

行った。 

参加者は、各種目において十分に楽しめているようだった。車いすバス

ケでは慣れない車いす操作に悪戦苦闘しながらも必死にボールを追い、ウ

ィルチェアラグビーではタックルに歓声が起きていた。卓球バレーは真剣

勝負となり、ポイントごとに盛り上がっていた。 

また、ボランティアスタッフとして岩手県作業療法士会や理学療法士な

ど医療・リハビリの専門職にもご協力いただいた。ここが本県の特徴でも

あり、競技から普及まで様々な場面において関わっていただいている。 

最後に主催団体であるサントリーホールディングス株式会社、日本フィ

ランソロピー協会をはじめ、運営を担い、素晴らしいイベントにしていた

だいた電通やTOWをはじめとするイベント代理店の皆様にも感謝を申し

上げます。 

▲①パラ陸上・ガイドランナー体験、②③車いすバスケ体験～小学生にはミニゴールを使用、④ウィルチェアラグビー体験～パラ選手の強烈なタックル！ 

⑤⑥ボッチャ体験～狙いを定めて、⑦卓球バレー～真剣勝負！堀川氏の芸術的審判動作、⑧パラ陸上～車いすレーサー体験。スタッフも一緒に走る！走る！ 

 
 
 
 

サントリーグループでは東日本大震災後に『東北サン
さんプロジェクト』を立ち上げ、「漁業」「チャレンジド

スポーツ（障がい者スポーツ）」「子ども」「文化・スポ
ーツ」の分野を中心に総額 108 億円の規模で復興
支援に取り組んでいる。このプロジェクト名は、太陽

（サン）の光がさんさんとふりそそぐように笑顔と希望
を届けたいという思いが込められている。当協会も
2014年度から様々な支援をいただいている。 
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特集記事 
-Special Program- 

PT（理学療法士）のための中級障がい者スポーツ

指導員養成講習会 

障がいのある方々へのスポーツ導入において、医療・リハビリ関係者

（特に PT や OT）と連携することは、その効果やリスクマネジメントを

考慮すると重要度が高い。本県では、以前より、現場レベルでの連携を図

る動きを作っていたが、昨年度、正式に（一社）岩手県理学療法士会から

本講習会開催の要望を受け、（公財）日本障がい者スポーツ協会の委託事

業として実施することとした。 

なお、本講習会は、通常の初級指導者対象のカリキュラムと比較すると

短期間で取得できる。また、初級資格の有無に関わらず中級資格から取

得できるので、すでに多くの分野において専門知識を持ち合わせている

理学療法士にとっては、魅力的な講習会といえる。今回の受講者は岩手

から 11 名、その他、青森 2 名、福島 1 名の 14 名で県外からの受講者

があるなど関心の高さを感じた。 

～（公財）日本障がい者スポーツ協会委託事業～ 

▲受講者との記念撮影（H30.12.23） 

▼講習会基本データ 

期日：平成 30 年 11 月 23 日（金）～24 日（土） 

平成 30 年 12 月 22 日（土）～23 日（日） 

※全４日間（30 時間） 

会場：ふれあいランド岩手（体育館、会議室） 

講義内容（上記カリキュラム参照）は、通常の 8 日間以上のカリキュラムを 4 日間に凝縮し、実技も含まれ

ており、慌ただしい会場移動や頭の切り替えが必要となるため、受講者の皆さんの負担は決して軽くはないと思

う。講師陣は、理論的な部分はもちろん、スポーツ指導の現場で活躍する方々がほとんどであるため、受講者か

らの質問にも適確に対応していただいている。結果としてより中身の濃い充実した内容となった。 

▲①（実技）サッカー、②（実技）車いすバスケットボール、③（講義）障がい者スポーツと理学療法、④（実技）卓球競技 

▲①②（講義）障がい者スポーツ指導上の留意点、③（実技）車いすスポーツ実習、④視覚障がい者スポーツ実習（フロアバレー） 

▲①②（講義）スポーツと栄養～②はコンビニお買い物ゲーム、③④（実技）フライングディスク、④はフライングディスクを活用した点取りゲーム 

フライングディスク（実技）
⑱15：10～17：10

障がい者スポーツ指導上
の留意点

⑫10：40～12：10

車いすスポーツ実習
⑭15：10～17：10

閉
講
式

昼
食

11/24
（土）

視覚障がい者のスポーツ実習
⑯10：10～12：10

昼
食

車いすバスケットボール（実技）
⑤16：20～18：20

サッカー（実技）
④14：40～16：10

障がい者スポーツと
理学療法

⑥9：00～10：00

開
講
式

知的障がい者の概要
②10：40～12：10

昼
食

聴覚障がいの概要
①9：30～10：30

トレーニングの基礎知識
⑦10：10～12：10

卓球競技（実技）
⑩16：50～18：20

重度障がい者のスポーツ実習
⑬13：00～15：00

16:00 17:00 18:00

11/23
（金）

受
付

精神障がいの概要
⑪9：00～10：30

9:00 11:00 14:00 15:00

視覚障がいの概要
⑮9：00～10：00

12/23
（日）

昼
食

スポーツと栄養
⑰13：00～15：00

全国障害者スポーツ大会概要と
障がい者スポーツ指導者について

⑧13：00～15：00

全国障害者スポーツ大会
の障害区分

⑨15：10～16：40

スポーツ心理学
③13：00～14：30

12/22
（土）

10:00 12:00 13:00
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事業報告 
-Report- 

 11月～12月の活動報告です 
※紙面スペースに限りがありますので、詳細はホームページをご覧ください。 

第 17回岩手県精神障がい者バレーボール大会～岩手やんべスピリッツ連覇達成！ 
◆平成 30 年 11 月 15 日（木）◆会場：滝沢総合公園体育

館◆レポート： 来年、実施される第 19 回全国障害者スポー

ツ大会「いきいき茨城ゆめ大会 2019」の北海道・東北ブロ

ック予選会への出場権（優勝チーム）をかけ、実施。今回

も、卓球バレーの大会でよく行われている 2 クラス制を採用

した。チャレンジクラスは、昨年に引き続き、「岩手やんべ

スピリッツ」が優勝、2 年連続でブロック予選会への出場権

を獲得した。わんこクラスは、午前の部、午後の部に分け、

4 チームまたは 5 チームのリンク戦を行った。審判等の運営

は、チャレンジクラスは滝沢市バレーボール協会とわんこク

ラスは各チームの相互審判を中心として実施した。 

 

▲①選手宣誓！～ODAKO チームの女子選手 2名が行った。②大

会の様子。4 コートを使用し、チャレンジクラスが 1つのコー

ト、わんこクラスは 3 つのコートを使用した。 

平成 30年度生涯スポーツシンポジウム ～障がい者スポーツからの視点～ 
◆平成 30 年 11 月 17 日（土）◆岩手大学復興記念銀河ホール 

◆出演者は以下のとおり 

☆講師：日本福祉大学スポーツ科学部教授 藤田 紀昭 氏 

☆コーディネーター：岩手大学人文社会学部教授 浅沼 道成 氏 

☆発表者：日本卓球バレー連盟副会長兼普及委員長 堀川 裕二 氏 

☆発表者：NPO 法人スポネット弘前代表理事 鹿内 葵 氏 

◆レポート：始めに、日本福祉大学スポーツ科学部スポーツ科学科

教授の藤田紀昭先生の基調講演をいただいた。演題は、「これから

の生涯スポーツ～障がい者スポーツからの視点～」で、これまでの

自らの取組みをふまえ、具体的な取組みの方向性のヒントをいただ

く内容であった。続いて行われたパネルディスカッションでは、ま

ず、日本卓球バレー連盟の堀川さんより、震災翌年からの県内での

卓球バレーの普及活動と希望郷いわて大会がもたらした広がりにつ

いて発表。次に、NPO 法人スポネット弘前の鹿内さんより、総合型

地域スポーツクラブにおける支援学校や行政、関係団体と連携した

障がい者スポーツ支援の活動について発表いただき、その後のディ

スカッションでは、岩手大学の浅沼先生が司会者。助言者に藤田先

生も加わり、4 名による活発な意見交換、提言を行った。 

ディスカッション終了後は藤田先生の指導によるボッチャ体験、

堀川さん指導による卓球バレー体験を行った 

▲①岩手大学理工学部校舎。この裏手に会場となった復興記

念銀河ホールがある。②基調講演を行う藤田紀昭先生、③堀

川裕二さんによる話題提供。④シンポジウムのテーマは「だ

れもが当たり前にスポーツが楽しめる社会の実現に向けて」

～左から浅沼先生、藤田先生、堀川さん、鹿内さん 

ボッチャ教室を実施！サントリー・チャレンジドスポーツ体験教室＠盛岡となん支援学校 

◆平成 30 年 11 月 19 日（月）◆盛岡となん支援学校 

◆レポート：この企画はサントリー東北サンさんプロジェクトの一環

で今回はボッチャ教室を実施。講師には、日本ボッチャ協会の普及振

興部長である村上光輝さんをお招きした。村上さんは日本代表チーム

のヘッドコーチであり、リオパラリンピックでの銀メダル獲得にも大

きく貢献された名コーチである。体験教室に目を向けると、盛岡とな

ん支援学校では、以前からボッチャに取り組んでおり、昨年はボッチ

ャ甲子園に出場した実績もある。しかしながら、村上さんの行うボッ

チャの持つ点取りゲームの楽しさを伝えるテンポの良い絶妙な指導方

法に新鮮なインパクトを実感しているようで、大いに盛り上がってい

た。 

 

▲①会場となった体育館。ボッチャコートが 2面常設さ

れている。②村上光輝さんによる指導。赤と青のチーム

に分かれてゲームを楽しんだ。 

卓球バレー体験教室を開催！～H30年度紫波町身体障がい者福祉協会研修会 

◆平成 30 年 11 月 21 日（水）◆サンビレッジ紫波 

◆レポート：今回の研修会では、様々な障がいを持つ方々と健常者が

一緒に楽しめる卓球バレーを紹介。開会にあたり、紫波町身体障がい

者福祉協会の佐藤喜一会長がご挨拶。参加者は 12 名で最初に簡単なル

ール説明を行った。ルール説明の合間にも、様々な質問が飛び交うあ

たり、かなり関心度が高く、試合が始まるとすぐに真剣勝負となっ

た。休憩をはさみながら 5 セットほど楽しんだ。今後は交流大会等へ

の出場に向けて楽しみながら取り組んでいただきたい。 

 

 

▲①いよいよ試合開始！、②最終 5 セット目は 1 セ

ット 11点で完全決着!?終了後は、みんなでパチリ！ 
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15名の卓球バレー指導員が誕生！～盛岡市スポーツ推進委員研修会 

◆平成 30 年 11 月 25 日（日）◆ふれあいランド岩手 

◆レポート：卓球バレーは最近では、障がい者スポーツという位置づけだけではなく、

高齢者や子供たちも一緒に参加できるインクルーシブなスポーツとして注目を集めるよ

うになった。今回の企画は盛岡市スポーツ推進委員女性委員会が中心となり、実施。卓

球バレー体験に加えて、日本卓球バレー連盟公認の指導者資格が取得できる講習会とし

て行った。参加者の中にはすでに指導者資格を有する方もいたが、今回の講習により新

たに 15 名の卓球バレー指導者が誕生することとなった。今後は、それぞれの活動フィ

ールドにおいて卓球バレーを活用していただき、地域における障がいのある方のスポー

ツ参加環境整備や共生型の地域コミュニティ構築につながることも期待したい。 

卓球バレー地域探訪～陸前高田市編・大槌町編・久慈市編 

◆平成 30 年 12 月 1 日（土）◆ふれあいランド岩手 

◆レポート：この、ふれあい音楽祭は障害者週間記念事業である岩手県障がい者文化芸術祭の 1 つのプログラムとして開催

されます。音楽や芸術活動を通して障がいの有無に関わらず様々な出演団体による交流をコンセプトとしており、今回も多

くの皆さん（出演数 22 の個人・団体）が出演されていました。ラストステージでは、昨年に引き続き、奥州市出身のシン

ガーソングライターの松本哲也さんのライブが行われ、最後に松本さんの作詞作曲による岩手県障がい者スポーツ大会テー

マソング「SKY」を会場も一体となって歌い、エンディングを迎えました。当協会はスポーツを媒体として障がいのある

方々の社会参加につなげる活動をしておりますが、最終目的は社会参加そのものであることが重要で、その意味では、媒体

は問わずスポーツだけではなく、文化活動、生活支援等についても、積極的に協力していきたいと考えております。 

▲①VOCCO～大学アカペラの元祖的存在。レベルの高いパフォーマンスにリクエストが・・・②雫石筝曲同好会～故・階静子先生から大切にしていただい

たふれあい音楽祭。今年も参加していただきました。③KING GUNS＆ROGUE GUNS～初出演。盛岡聴覚支援学校の教員と生徒がメンバーです。④岩手県

難病連合唱団～ふれあい音楽祭の常連。名曲「例えば花のように」が心にしみます。⑤ファイナルステージは松本哲也さん。恒例となった岩手県障がい者ス

ポーツ大会テーマソング「SKY」を会場一体となって熱唱！ 

ふれあい音楽祭２０１８が開催されました！ 

◆平成 30 年 12 月 10 日（月）陸前高田市／12 月 11 日（火）大槌町／12 月 12 日（水）久慈市 

◆レポート：卓球バレーは元々、2011 年の震災後に避難所でもできるスポーツとして紹介。震災翌年の 2012 年 1 月に日

本卓球バレー連盟副会長兼普及委員長の堀川裕二さんにより、県内でも初めて卓球バレーが導入されました。それ以降は堀

川さんとともに県内の普及活動に取り組み、2016 年希望郷いわて大会ではオープン競技として全国大会が開催されるまで

に至りました。この卓球バレー地域探訪は、卓球バレー普及活動の原点である三陸地域のスポーツ支援と旧身体療護施設な

ど、障がいが重くスポーツ活動が困難とされている方々に卓球バレーを紹介することを目的としています。これまでに県内

33 市町村のうち、25 市町村を訪問。今回の訪問で陸前高田市と大槌町が加わり、訪問箇所は 27 市町村となりました。ま

た、県内に８つある旧身体療護施設（現在の障がい者支援施設）のうち、今回の大槌町の四季の郷を加え、5 施設を訪問。

残る訪問先は３施設となりました。引き続き、8 施設間の卓球バレー交流大会実現に向けて取り組んでいきたいと思いま

す。今回の地域探訪の企画調整にあたり、地元の非営利団体、スポーツ推進委員、体育協会、関係団体など多くの皆様のご

協力にあらためて感謝を申し上げます。この地域探訪の様子は当協会 HP に掲載しておりますので、ぜひご覧ください！ 

▲①陸前高田グローバルキャンパスにて、②いまだ復興途中の陸前高田市の旧市街地、③四季の郷の皆さんと記念撮影、④厚生労働大臣賞を受章された堀川

さんを囲み、久慈市の有志とお祝いの会を開催、⑤来年、3 月 23 日に三陸鉄道リアス線が開通します（盛駅から久慈駅がつながります）。 

中山地区卓球バレー交流会が開催されました！ 
◆平成 30 年 12 月 15 日（土）◆奥中山地区公民館（一戸町） 

◆レポート：「中山の園・生活介護事業所ふたば」では 2016 年より、卓球

バレーを導入。これまでに数々の大会にも遠征している。今回は、地元、一

戸町奥中山地区において卓球バレーを通して地域との交流の輪を広げること

を目的に開催。参加者は、地元の老人クラブなどから約 40 名。各試合の審

判は卓球バレー指導者資格を有する「ふたば」や「多機能事業所きらぼし」

の職員と一戸町スポーツ推進委員の皆さんに担当していただいた。 

  中山地区は以前より多くの障がい者事業所が点在し、福祉に理解のある地

域として知られているが、今後も卓球バレーを活用し、交流の輪を広げ、共

生型の街づくりに役立てていただくことを期待したい。 

▲①会場となった奥中山地区公民館は床暖房もあり、冬で

も快適に軽運動が可能。②この交流会を企画した、ふたば

職員・白畑由貴子さん。白畑さんの行動力にはいつも圧倒

されます。こちらも負けないようにがんばります！ 
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☆競技力向上や全国レベル大会への出場に関する事業 

期日 内容 時間等 会場等 備考 

1/6（日） ソフトボール練習（知） 9：00～12：00 煤孫農村プラザ  

1/12（土） 水泳練習（競技力向上） 14：30～16：30 盛岡市立総合プール  

1/13（日） 

水泳練習（普及導入含む） 10：00～12：00 盛岡市立総合プール  

ソフトボール練習（知） 9：00～12：00 煤孫農村プラザ 14：00～必勝祈願 

サッカー練習（知） 9：00～12：00 ふれあいランド岩手・体育館  

1/19（土） 
フライングディスク練習（身・知） 9：30～12：00 ふれあいランド岩手・体育館  

卓球練習（FTC 合同） 13：00～16：00 ふれあいランド岩手・体育館  

1/20（日） 

ソフトボール練習（知） 9：00～12：00 藤根地区交流センター  

バスケットボール練習（知） 10：00～13：00 盛岡峰南高騰支援学校  

バレーボール練習（聴） 13：40～15：30 盛岡聴覚支援学校  

1/26（土） バスケットボール練習（知） 10：00～12：00 一関清明支援学校  

1/27（日） 

サッカー練習（知） 9：00～12：00 ふれあいランド岩手・体育館  

バレーボール練習（知） 13：30～15：45 ふれあいランド岩手・体育館  

ソフトボール練習（知） 9：00～12：00 藤根地区交流センター  

2/3（日） 

バレーボール練習（知） 13：30～15：45 ふれあいランド岩手・体育館  

サッカー練習（知） 9：00～12：00 ふれあいランド岩手・体育館  

バスケットボール練習（知） 10：00～13：00 盛岡峰南高騰支援学校  

2/11（月） バレーボール練習（知） 9：30～11：45 ふれあいランド岩手・体育館 報告会 12：00（会議室） 

2/16（土） 

卓球練習（FTC 合同） 13：00～16：00 ふれあいランド岩手・体育館  

水泳練習（競技力向上） 14：30～16：30 盛岡市立総合プール  

バスケットボール練習（知） 10：00～13：00 盛岡峰南高騰支援学校  

2/17（日） 

バレーボール練習（知） 9：30～11：45 ふれあいランド岩手・体育館  

水泳練習（普及導入含む） 10：00～12：00 盛岡市立総合プール  

バスケットボール練習（知） 10：00～13：00 盛岡峰南高騰支援学校  

2/23（土） 
バレーボール練習（知） 13：30～15：45 ふれあいランド岩手・体育館  

バスケットボール練習（知） 10：00～12：00 一関清明支援学校  

2/24（日） サッカー練習（知） 9：00～12：00 ふれあいランド岩手・体育館  

 

☆生涯スポーツ（卓球バレー等）や講習会や研修会等の事業 

期日 内容 時間等 会場等 備考 

1/12（土） 卓球バレー練習（飛天） 13：00～16：00 ふれあいランド岩手・体育館  

1/14（月） 
公認ボッチャ競技サポーター養成講習会 10：00～15：00 ふれあいランド岩手・研修室  

卓球バレー練習（ISVC） 13：00～15：30 ふれあいランド岩手・第 2 卓球室  

1/15（火） ボッチャ体験教室 13：30～15：00 盛岡市立河北小学校・3 階ホール  

1/16（水） 障がい者スポーツ体験会 10：00～12：00 一関市総合体育館  

1/19（土） 
胆江地区スポーツ推進委員協議会研修会 9：00～12：00 奥州市江刺総合支所  

卓球バレー教室（のびやか丸） 10：00～12：00 ふれあいランド岩手・体育館  

1/20（日） 岩手チェアスキークラブ・サポート講習会  未定 安比高原スキー場  

1/21（月） 卓球バレー練習（ISVC） 13：00～15：30 ふれあいランド岩手・第 2 卓球室  

1/25（金） 
障がい者ボウリング交流会 9：30～12：30 ボウリング・クオリア  

卓球バレー教室（矢巾 2 区住民対象） 10：00～12：00 矢巾 2 区公民館  

1/26（土） 
中級障がい者スポーツ指導員養成講習会① 9：00～18：00 ふれあいランド岩手 初級指導員対象 

卓球バレー練習（飛天） 13：00～16：00 ふれあいランド岩手・体育館  

1/27（日） 中級障がい者スポーツ指導員養成講習会② 9：00～18：00 ふれあいランド岩手 初級指導員対象 

1/28（月） 卓球バレー練習（ISVC） 13：00～15：30 ふれあいランド岩手・第 2 卓球室  

2/2（土） 卓球バレー練習（飛天） 13：00～16：00 ふれあいランド岩手・体育館  

2/9（土） 中級障がい者スポーツ指導員養成講習会③ 9：00～18：00 ふれあいランド岩手 初級指導員対象 

2/10（日） 
中級障がい者スポーツ指導員養成講習会④ 9：00～18：00 ふれあいランド岩手 初級指導員対象 

岩手チェアスキークラブ・スキー交流会 未定 安比高原スキー場  

※紙面の都合上、これ以降の予定につきましては、当協会ホームページにてご確認願います。 

事業予定 
-Schedule- 

平成 30年 12月 26日現在の情報です。事業予定は変更になる場合

がありますので、事前にお問い合わせください。 
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障がい者スポーツ体験会を開

催します！ 
■期日：1/16（水） 

■会場：一関市総合体育館 

■日程：10 時～12 時 

■主催：一関市障がい者スポーツ協会 

■参加対象：障がいの有無を問わずどなた

でも参加可能です。 

■内容：卓球バレーやスポーツ吹き矢、フ

ライングディスクを体験します。 

事業詳細や活動団体の紹介、様々なニュースやおすすめのイベント 

情報等をピックアップ！皆様からの情報もお待ちしています！ 

掲 示 板 

-BBS- 

ボッチャ体験教室を開催！ 
■期日：1/15（火） 

■会場：盛岡市立河北小学校 3 階ホール 

■日程：13：30～15：00 

■講師：日本ボッチャ協会普及振興部長・

村上光輝 氏 

■内容：ボッチャ競技は、パラリンピック

正式種目であるとともに卓球バレーと同

様に障がいの有無に関わらず子供から大 

卓球バレー合同練習会を開催 
 

 

 

■期日：1/12（土）、1/26（土）、2/2（土）、

※2/17（日）、3/10（日）、3/24（日）、

3/31（日） ※2/17 は練習試合を実施。 

■時間：13 時～16 時 

■会場：ふれあいランド岩手 

■対象：卓球バレーチームと指導者。特に

日本卓球バレー連盟公認の指導員資格を

取得されたばかりの方は審判練習に、持っ

てこいの場となります。 

 

久慈地域卓球バレー協会 

卓球バレー練習会のご案内 

■期日：1/9（水）、2/13（水）、3/13（水） 

■時間：いずれも 18時～20時 

■会場：久慈市民体育館（会議室） 

■対象：障がいの有無は問いません。 

■持ち物：上履き、運動しやすい服装 

■問合せ：ひばり療護園 

担当／竹高（☎0194－61－1111） 

 

パラ卓球クラブ「飛天」
からのご案内！ 

←飛天のチームロゴ 

人まで一緒に楽し

めるインクルーシ

ブスポーツとして

注目を集めていま

す。 

中級障がい者スポーツ指導員

養成講習会のご案内 
■期日：以下、8 日間 

1/26（土）～27日（日） 

2/9（土）～10日（日） 

3/2（土）～3日（日） 

3/16（土）～17日（日） 

■会場：ふれあいランド岩手 

■対象：初級障がい者スポーツ指導員（資

格取得後 2 年経過し、80 時間以上の活動

実績がある方） 

■内容：基準カリキュラム 56 時間以上 

「指導方法」「障害各論」「安全管理」「全

スポ実施競技（実技）」他 

日本ボッチャ協会公認サポー

ター養成講習会を開催！ 
■期日：1/14（月・成人の日） 

■会場：ふれあいランド岩手 

■講師：日本ボッチャ協会普及振興部長・

村上光輝 氏 

■内容：日本ボッチャ協会公認のサポータ

ー資格を取得可能です。 

 

 
講師の村上さんは日

本代表チームのヘッド
コーチでもあります。 

障がい者ボウリング交流会開

催のご案内 

■期日：平成 31 年 1 月 25 日（金） 

■時間：9 時半受付／10 時～11時半 

■会場：ボウリング・クオリア（奥州市） 

■対象：身体、知的、精神のいずれかの障

がいのある方。 

■定員：60 名程度 

■参加費：1,500 円（ゲーム、昼食等込） 

障がい者スキー交流会 2019

開催のご案内 
 

 

 

■期日：3/9（土）～3/10（日） 

■会場：安比高原スキー場 

■内容：障がい者スキーのサポート講習会、

懇親会（情報交換会）、様々な障がい種別に

対応するスキー教室を開催。宿泊希望の場

合は、安比高原内の宿泊施設となります。 

■参加費等の詳細は当協会のホームページ

をご覧ください。 

■内容：普通レーン、キッ

ズレーンの 2組に分かれて

競技をします。上位入賞者

の他、各賞を準備。 

■申込期限；1月 17日（木） 

 

第 22 回さわやか水泳記録会

開催のお知らせ 
ふれあいランド岩手からのご案内です 

■期日：平成 31 年 1 月 26 日（土） 

■時間：9 時半受付開始 

■会場：ふれあいランド岩手・プール 

■対象：身体、知的、精神のいずれかの障

がいのある方及び一般 

■参加費：障がい者及び高齢者は無料。一

般は 420円 

 

いわてアスリート就職マッチ

ング 2020 開催のお知らせ 

岩手県からのご案内です 

■期日：平成 31 年 3 月 6 日（水） 

■時間：「応募対策セミナー」／9：30～

12：00（9 時受付）、「企業ガイダンス」

／13：00～16：00 

■会場：いわて県民情報交流センター「ア

イーナ」８階 804 会議室 

■申込期限：1月 25日（金） 

■その他：参加を希望する障がい者アスリ

ートは当協会までご連絡ください。 

TEL019-637-5055（担当：三浦） 

■問い合わせはふれあいラ

ンド岩手スポーツ受付まで

（TEL019-637-4469）。 

■申込期限：1月 15日（火） 

車いすの方でもチ
ェアスキー使用で
スキーを楽しむこ

とができます！ 

ホルスト・ストローケンデル氏追悼イベントを企画します！
（※日程は確定。詳細内容につきましては調整中です。） 
■日時：平成 31 年 3 月 21 日（木・春分の日）10：00～15：00 

■会場：ふれあいランド岩手・ホール（1回） 

■内容：基調講演、シンポジウム、DVD上映会（以上、予定）。昨年 3 月にふれあいランド

岩手において基調講演をしていただいたホルスト・ストローケンデル先生が昨年 8 月に急逝

されました。今回の企画は先生の長年に渡る功績を今一度振り返り、今後、私たちの目指す

べき取組みの方向性を多くの関係者の皆様と共有することを目的としています。 

 （ドイツ車いすスポーツ協会指導員育成責任者、ドイツ車いすラグビー協会副会長）

ドイツ体育大学でスポーツ科学を専攻。卒業後ケルン大学に職を得て、特別支援学

校教員養成に携わる。1982 年に執筆した博士論文が現行の車いすバスケットボー

ルのクラス分けの基礎となり、広く障がい者スポーツ全般でその理念が活用される。

大学を退職した後も、ブラジル、日本、トルコ、アフリカなどで広く講演を行ってい

る。パラリンピックの父、グットマン博士と並ぶ障がい者スポーツ界のレジェンド

といっても過言ではない。 

久慈地域卓球バレー協会は、地

域レベルでは全国で初めての

卓球バレー組織です。久慈地域

のスポーツ推進委員などが中

心となり、設立されました。 
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賛助会員一覧（団体） 

(一社)岩手県建設業協会 （株）やよいディライト （有）タイガースポーツ 名鉄観光サービス（株）盛岡支店 

（株）IBC 岩手放送 岩手電工（株） (一社)岩手県医師会 盛岡医療福祉専門学校 

（株）カガヤ （株）北日本銀行 （株）アイシーエス （株）岩手日報社 

（株）久慈設計 （株）丹野組 いわて生活協同組合 （株）志百家 

(一社)岩手県理学療法士会 （株）明和土木 （株）ヤマイチ 岩手トヨペット（株） 

（株）ヴィクトリア ネクサスカンパニー 白金運輸（株） 小岩金網（株） （株）中野製麺 

（株）長谷川建設 菱和建設（株） （株）藤沢体育堂 （株）宮澤商店 

岩手リオン補聴器センター 盛岡商工会議所 （株）寿広 （株）遠忠 

宮城建設（株） （株）青紀土木   
 

賛助会員一覧（個人） 

内山  順一 菅  里美 平藤  淳 藤村  誠 堀川  裕二   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正会員一覧（団体） 

岩手県知的障害者ソフトボール協会いわてスマイリーズ (社福)岩手県社会福祉協議会 (社福)岩手県社会福祉事業団 

(一社)岩手県作業療法士会 （株）トラスト保険 サークル「ゆうの会」 

(NPO)岩手県精神保健福祉連合会 全国脊髄損傷者連合会岩手県支部 岩手県知的障がい者サッカー連盟 

ドルフィンズ岩手 (社福)自立更生会 (社福)岩手県視覚障害者福祉協会 

岩手県特別支援学校連絡協議会 岩手チェアスキークラブ・イーハトーブ 岩手県 ID バスケットボール連盟 

(社福)岩手県身体障害者福祉協会 (社福)手をつなぐ  
   

正会員一覧（個人） 

佐藤  慎二 藤井  公博 伊藤  昇 髙橋  修 民部田  誠 畠山  哲男 三浦  拓朗 

佐藤  勝士 白藤  友一 笹木  正 今宮  正彦 横澤  高徳 上村  弥 阿部  史憲 

佐藤 佑哉 及川 貞之 佐藤  隆秀 野辺地 省吉 佐々木 満 井上  勝巳 篠原  政良 

 

 

 

 

 

 

 

会員紹介 
-Our Partners- 

会員一覧 
いつもあたたかいご支援をいただきありがとうございます！ 

（平成 30 年 12 月 26 日現在  敬称略・順不同） 

バナー広告掲載中！ 
ホームページ開設に伴い、バナー広告の募集を開始いたしました。なお、賛助会員の掲載料につきましては、

無料としております。現在、以下 24 団体様のバナー広告を掲載中。詳細につきましてはお問合せ下さい。 

区分 金額 

賛助会員 
個人  １口   １，０００円 
団体  １口 １０，０００円 

正 会 員 
個人  １口   １，０００円 
団体  １口   ５，０００円 

 

◆会員の募集について◆ 
 
 
 
 

＊＊＊ 問合せ先 ＊＊＊ 
〒020-0831 盛岡市三本柳 8-1-3 
（一社）岩手県障がい者スポーツ協会 

TEL 019-637-5055 
FAX 019-637-7626 
E-mail：info@iwate-adaptive.or.jp 

http://www.iwate-adaptive.or.jp/ 

「Sports For All」の考えに基づき、障
がいのある方々が一人でも多く、いつで

も気軽にスポーツに参加できるよう取
組んでまいります。皆様のご支援、ご協
力をお願いいたします！ 

http://www.enchu.com/
http://www.morii.ac.jp/
http://www.iwatedenko.com/
http://www.iwate.med.or.jp/
http://www.iwate-np.co.jp/
http://www.yayoi-living.jp/
https://simoya.jp/
http://www.kuji-act.com/
http://www.kitagin.co.jp/
https://ryowa-const.co.jp/
http://nexas-sports.jp/
http://takeda-sports.jp/
https://iwate.toyopet-dealer.jp/
http://www.iwate.coop/
http://www.meiwa-g.com/
http://www.koiwa.co.jp/
http://nakano-seimen.com/
http://www.iwaterion.co.jp/
http://www.srg.co.jp/
http://www.khasegawa.co.jp/
http://www.yamaichi1959.co.jp/
http://www.iwate-pt.com/
https://miyaginet.co.jp/
http://aoki-doboku.com/
mailto:info@iwate-adaptive.or.jp

