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1．平成 19 年度 中部・東海ブロック障害者ｽﾎﾟｰﾂ指導者研修会について
毎年年末に開催されている上記研修会が、今年度も開催されます。昨年度は、藤原進一郎氏を講師にお招き
し「障害者スポーツの歴史から未来を探る」というテーマで講演していただきました。
今年度は、平成

19 年 12 月８日（土）に開催を予定しています。

今年度は、東京多摩障害者スポーツセンターより、高山浩久氏を招いて、
平成 20 年度に改正される全国障害者スポーツ大会の競技規則について
お話いただく予定です。
詳しい内容や申込等は中部・東海ブロック障害者スポーツ指導者協議会事務局より
後日開催案内ならびに申込用紙が届きますので、必要事項を記入の上、
中部・東海ブロック障害者スポーツ指導者協議会事務局 へお申込ください。
なお、お申込の際には所属欄に「名古屋市障害者スポーツ指導者協議会」とご記入ください。

研修会の後には、懇親会も予定されています。
年末で何かと慌しい時ですが、お誘い合わせの上ぜひご参
加ください。
日頃の活動に役立つ情報交換の場として、ご活用いただけ
ると思います。

２．平成 19 年度 中級障害者ｽﾎﾟｰﾂ指導員養成講習会（１）前期 報告
8 月９日（木）から１３日（月）にかけて、名古屋市障害者スポーツセンターにて、中級障害者スポーツ指
導員養成講習会が開催され、全国各地から 34 名が受講されました。当協議会からも多くの方が受講され、活
気あふれた講習会となりました。また、中部・東海ﾌﾞﾛｯｸ会長筒井さん、当協議会会長大槻さんはじめ、荒谷
さん、大河原さん、大橋さん、畠山がそれぞれ講師として参加されました。
中級障害者スポーツ養成講習会は、障害者スポーツの振興を図り、
その健康の維持増進に寄与するために、障害者スポーツ指導について
専門的な知識と技能を身につけた指導者を養成することを目的としい
ます。
カリキュラムは前期・後期と分かれており、それぞれ 5 日間行われ
ます。後期は平成 20 年 1 月開催予定です。
今回の講義内容は以下のとおりでした。
・スポーツ社会学 「障害者スポー指導者制度について」・・・筒井恵二さん／日本障害者スポーツ指導者協議会理事
・スポーツ社会学 「全国障害者スポーツ大会の概要」・・・大槻洋也さん／中京女子大学短期大学部教授
・スポーツ指導論 「スポーツ指導上の留意事項」・・・高橋 明さん／大阪市障害者福祉・スポーツ協会スポーツ課長
・スポーツ医学 「スポーツ障害」・・・荒谷幸次さん／豊橋整形外科向山クリニック 理学療法士
・スポーツ社会学 「全国障害者スポーツ大会競技規則の概要」・・・高山浩久さん／東京都多摩障害者スポーツセンター
・スポーツ実技 「健康づくりのための運動」・・・大槻洋也さん／中京女子大学短期大学部教授
・障害各論 「肢体不自由関係」・・・大川裕行／星城大学ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部教授
・スポーツ生理学 「準備運動・整理運動」・・・蛯江共生／飛翔会寛田クリニック 理学療法士
・スポーツ実技 「アーチェリー」・・・橋本和典／日本身体障害者アーチェリー連盟 副理事
・スポーツ医学 「補装具」・・・稲場智彦／筑波大学大学院博士課程スポーツ医学研究室
・スポーツ実技 「重度障害者や知的障害者の楽しめる軽スポーツ」・・・藤田紀昭／日本福祉大学教授
・スポーツ実技 「卓球」「サウンドテーブルテニス」・・・大橋聡子、畠山直美／名古屋市障害者スポーツセンター 体育指導員
・スポーツ医学 「クラス分け（Ⅰ）」・・・大河原裕貴／名古屋市障害者スポーツセンター 体育指導員
・スポーツ医学 「救急処置（Ⅰ）」・・・山田忠樹／NPO 法人日本救急蘇生普及協会 理事長

受講生の皆さんは、後期も引き続き健康に留意して頑張ってください！

３．平成 19 年名古屋市障害者ｽﾎﾟｰﾂ指導者養成研修会（初級）について
会員の方々が障害者スポーツの扉を開くきかっけとなった上記の研修会を、今年度も 11 月から 4 回にわた
って開催することとなりました。
この障害者スポーツ指導者養成研修会（初級）は、「障害者および障害者スポーツに対し、必要な知識と技
能を有する障害者スポーツ指導員を養成することにより障害者スポーツの発展を促し、もって名古屋市障害者
福祉の向上に資すること」を目的として開催します。
みなさんもこの研修に参加して、いろいろな方と出会い、また多くの発見があったのではないでしょうか。
そこで、お友達やご家族で興味のある方がいらっしゃいましたら、声をかけて頂きたいと思います。障害者
スポーツの良さや楽しさをともに共感できる仲間を増やし、障害者スポーツがさらに普及・発展できるような
研修会にしたいと思います。
【申込期間】平成 19 年 9 月 1 日（土）から 10 月 12 日（金）PM５：００まで
【日
程】11 月 10 日（土）
・17 日（土）
・12 月 8 日（土）
・9 日（日） 全 4 日間
＊「広報なごや 9 月号」ならびに協議会ホームページ「shachispo!」に、募集の案内が掲載されます。
また、関係各所にちらしが配布されます。詳しいことは、そちらをご覧下さい。

４．競技団体等からの協力依頼・お知らせ
以下の競技団体より、協力者募集の依頼が来ましたので、お知らせします。以下の内容を良くお読みいただ
き、ご都合の付く方はぜひご協力ください。
なお、協力のお申込みや不明な点は、各問い合わせ先までよろしくお願いします。
第6回
あいち障害者フライングディスク競技大会
あいち障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会より、上記大会にかかる協力者募集の依頼がありました。
大会に関する詳細や協力の申込みについては、同封の別紙をご覧下さい。

お問合わせは、別紙に記載されている あいち障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ競技大会
実行委員会 にお問い合わせいただきますよう、よろしくお願いします。

第6回
あいちボッチャ競技大会
以下の日程で、大会準備＆審判フォローアップ講習会と「第 6 回あいちボッチャ競技大会」を開催
します。ボッチャに関わったことがない方も、これを機会にパラリンピックの種目であるボッチャに
関わってみましょう！！
①審判フォローアップ講習会＆大会準備
時〕10

〔日

月 6 日（土）17 時から１９時まで

〔依頼内容〕
・大会準備
・審判講習も合わせて行います。
②第 6 回あいちボッチャ競技大会
時〕10

〔日

月 7 日（日）9 時から１８時終了予定

＜お問い合わせ先＞
あいちボッチャ協会事務局
℡ ０５２−８３５−２５７
６
Ｅ
−
ｍ
ａ
ｉ
ｌ
imoan.31@nifty.com

〔主
催〕 あいちボッチャ協会
〔依頼内容〕
・ 大会進行補助
・ 審判および審判補助
〔そ の 他〕昼食は主催者側で用意いたします。
ご協力いただける方には、事務局より詳細をご連絡いたします。
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フラミンゴ・インドア・アーチェリー大会
フラミンゴアーチェリークラブ

平成１９年１１月１１日（日）
名古屋市障害者スポーツセンター 体育室
名古屋市障害者スポーツセンター 体育室
ＡＭ ９：００〜ＰＭ ３：３０解散予定
身体障害者・健常者
４名
6 本ごとのスコアーカード収集
昼食は主催者側で用意します。

＜お問い合わせ先＞
ﾌﾗﾐﾝｺﾞ ｱｰﾁｪﾘｰ ｸﾗﾌﾞ
代表 松岡ひとみ
Fax 0565‑
88‑
9770
携帯 090‑
7696‑
9615
E‑
mail
angelcat@amber.plala.or.

第１６回 全国ボランティア フェスティバルあいち・なごや
全国規模のイベントです。ボランティアのひとつとして障害者スポーツを知っていただきたいと思
い、分科会を行なうことになりました。協議会の皆さんに是非、ご協力お願いしたいと思います。
内容は、前半は「障害者スポーツについての現状」について大槻会長の講義があり、その後、大学教
授、障害者スポーツ施設の職員、実際に活動しているボランティア、障害を持った方といろんな立場の
人たちで「障害者スポーツのボランティア」についてのシンポジウムを行ないます。後半は実際に３つ
の種目の体験をしていただくといった感じです。いろんなスポーツの映像の紹介やルールなどの情報提
供なども行ないたいと思っております。

＜分科会名＞

「障害者スポーツのボランティアってどんなこと？」

＜日

時＞

平成１９年９月２３日

＜場

所＞

名古屋国際会議場 ２２２会議室

（祝） ８：３０〜１２：００まで

＜募集人数＞

６名

＜内

体験コーナー（ボッチャ、STT、競技用車いす体験）の進行

容＞

※ 飲み物と交通費程度の謝礼は準備しています。
ご協力いただける方は、事務局宛て返信用ハガキにその旨ご記入の上、9 月 15 日（土）ま
でにご返送下さい。

担当：荒賀

第４回 愛知県精神障害者バレーボール大会
平成２０年度から全国障害者スポーツ大会の正式種目になりました。
これを機会に精神障害者の皆さんと一緒にスポーツを楽しむ時間を作っていきませんか？
今年度は２２チームが参加する大きな大会となりました。まだまだ、これからの分野ですがぜひ、ご
協力お待ちしております。
＜日

時＞

＜場

所＞

平成１９年１０月１５日（月）
岡崎市体育館
〒444-0854 岡崎市六名本町 7 番地
・名鉄バス 岡崎警察署前下車 徒歩 8 分
・愛知環状鉄道 六名駅下車 徒歩 5 分

＜募集人数＞

１０名程度

＜内

大会進行補助（線審、得点表示など）

容＞

９：００〜１６：００まで

※ 飲み物と交通費程度の謝礼は準備しています。
ご協力いただける方は、事務局宛て返信用ハガキにその旨ご記入の上、9 月 15 日（土）ま
でにご返送下さい。

担当： 荒賀

ローンボウルズ体験教室
日本ローンボウルズ委員会、愛知ボウルズクラブより、
「ローンボウルズ体験教室」のお知らせが届きま
した。昨年１０月に当協議会の特別研修会で取り上げた競技です。
この機会にご家族、ご友人お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。
体験教室に関する詳細は、同封の別紙を良くご覧頂き、
お問合せ・お申込みは別紙に記載されている 問合せ先まで、
よろしくお願いします。

５．第 7 回 全国障害者スポーツ大会「わか杉秋田大会」
名古屋市選手団（役員・選手）決定！！
第 66 号にて、コーチの募集を行ったところ、たくさんの会員の方が手を挙げてください
ました。ありがとうございました。
以下のとおりに決定しましたので、お知らせします。
（順不同）
＜陸上＞筒井哲郎
金谷衣里子
安藤利彦
伊藤一彦
山田真理子

＜水泳＞
伊藤雅宏

＜ボウリング＞
岡本暁子
市野健一

＜ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ＞
近藤孝夫
森川隆子

＜卓球＞
大橋聡子
難波 昇

＜ｱｰﾁｪﾘｰ＞
大河原裕貴

大会期間中、役員としてコーチ・コンディショニング等で、総勢 33 名の代表選手を
支えていただきます。
以上の会員の皆様、よろしくお願いします。
「わか杉秋田大会」平成 19 年 10 月 13 日（土）〜15 日（日）まで
大会派遣期間：平成 19 年 10 月 11 日（木）〜16 日（火）まで
「スギッチ」 わか杉秋田大会 マスコット
「わか杉」＝「木」＝「気」とし、「げんき」＋
「ほんき」＋「こんき」という『秋田杉』で、大
会の舞台で活躍する選手、関係者の「げんき」を
象徴させるものです。「わか杉」は てっぺん
をめざす意味の「矢印」カタチでもあります。

9 月 30 日（日）には、名古屋市公館にて名古屋市選手団の結団式が行われます。

６．事務局よりお知らせ
みなさんにより活動の幅を広げていただきたいと思い、会員の皆さまの中で知的障害者のスポーツ活動
により関心がある方に対して、多くの情報を提供していくこととなりました。
今後、当協議会幹事の近藤孝夫氏が「知的障害者スポーツ担当」として、皆さまに情報を提供していく
こととなります。
知的障害者のスポーツに関して、より多くの情報提供を希望するという方は、

同封の事務局宛て返信用ハガキの所定欄にチェック☑をお願いします。
なお、情報提供を希望される方へは「知的障害者スポーツ担当」近藤孝夫氏より、直接案内等が届きま
すので、ご了承下さい。

※今後は「シャチスポ」に知的障害者のスポーツ活動に関係する情報が載らないということではありません。
知的障害者のスポーツ活動中心に、活動をしていきたいという方へ、より多くの情報を提供するという事です。

○ 協議会だより「シャチスポ」に活動協力依頼や活動報告など、載せたい記事がありましたら、事務局ま
でご連絡下さい。
○ 開催してほしい研修会の内容などがありましたら、事務局までご連絡ください。

☆名古屋市障害者スポーツ指導者協議会公式サイト☆
shachispo! -シャチスポ−
http://www.shachispo.com/
こちらも是非ご覧ください！

アップできない日がしばらく続いていたた
め、みなさまにご迷惑をおかけしています。
すみません・・・
少しずつ新しい情報をアップしています。
みなさん、見てくださいね。

