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栃木県障がい者スポーツ指導者協議会だより

ご挨拶 　　　　　栃木県障がい者スポーツ指導者協議会会長　　　郡司　原之
　日々、会員の皆様におかれましては各種大会等への協力、地元での活動など障が
い者スポーツの振興にお力添えをいただき誠にありがとうございます。
　当協議会も平成14年3月に発足し、今年で14年目を迎えます。当機関誌「アシス
ト」は記念すべき第10号を発行するにいたりました。この期間、当協議会の発展に
ご尽力いただいた指導員の方々に改めて深く感謝申し上げます。
　今年は4月に障害者差別解消法の施行、8月には「わかくさアリーナ」が2022年の全国障害者スポー
ツ大会栃木大会を見据えて、栃木県障がい者スポーツの拠点として新たに生まれ変わります。我々指導
員は勿論のこと、障がいを持った方々を取り巻く環境も一層変化することと思います。これからも障が
いを持った方々の豊かな人生実現の一助になれるよう頑張りましょう。
　本年も引き続き、当協議会の活動への参加ご協力を宜しくお願い申し上げます。

第34回栃木県障害者卓球選手権大会【平成27年7月26日（日）宇都宮市サン・アビリティーズ】



宇河ブロック
（宇都宮市・上三川町、67名、森川澄子）

　平成27年度は２回の活動を実施しました。５月30日は、障がい福祉サービス事
業所の利用者さん対象に、「卓球バレー、サークルビンゴ」を３人の指導員のも
とで実施し、利用者、ボランティアなど37名の参加者があり、楽しく身体を動か
しながら交流もできました。８月９日には、第２回卓球バレー大会を宇都宮サン
アビリティーズで行いました。指導員11名（他県指導員２名含む）、参加者12名
で３チームをつくりリーグ戦としました。障がい者、健常者が一緒にプレイでき
るスポーツですので楽しさの共有ができました。又、他県の指導員の方の参加協
力もあり、勉強にもなり有意義な時間となりました。

下都賀ブロック
（栃木市・小山市・下野市・下野市・野木町・壬生町、77名、針谷良七）

　下都賀ブロックは県内で会員数が多いブロックです。会員の皆さんとお会いで
きる機会は会員総会や研修等しかないのが現状です。ぜひ、総会や研修で顔を合
わせて交流していきましょう。継続的な活動としまして「あじさいサロン」を実
施し、卓球バレーが人気となっています。重度の障がいがある方も参加でき、お
おいに盛り上がれます。今後もどんどん紹介していきたいです。

上都賀ブロック
（日光市・鹿沼市、23名、広瀬浩）

会員間の連携と情報共有を
　上都賀ブロックは日光市と鹿沼市の２市が所属し、現在23名の会員が登録して
おります。活動内容は障がい者スポーツ大会や各教室への参加等が中心になりま
すが、会員間の顔合わせや交流も大切なことだと考えています。
　平成27年度は10月に会員の顔合わせ会を開催し、情報交換をしました。今後も
このような集まりを継続して行い、会員間の連携と情報共有をしていきたいと思
います。皆様方のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

塩谷・南那須ブロック
（矢板市・さくら市・塩谷町・高根沢町・那須烏山市・那珂川町、23名、大金雪子）
　ブロック内では、南那須特別支援学校「高根沢支部：ふうせんバレー体験」、
那須烏山市社会福祉協議会「障がい者作業施設余暇活動」へ活動支援を行いまし
た。一歩ずつの前進ですが、気軽に参加できるような計画を立て自らが楽しむこ
とで情報発信につなげていきたいと思います。また、ブロック内指導員数も少し
ずつ増えていますので、協議会主催の研修会やステップアップ事業などにも参加
し交流を図りたいと思います。

各ブロックからのお知らせ

※ブロック名（市町、平成27年度会員数、ブロック長）



芳賀ブロック
（真岡市・市貝町・芳賀町・益子町・茂木町、16名、水沼桂子）

　芳賀ブロックの活動の一部を紹介します。３町（茂木、益子・市貝）合同のス
ポーツレクリェーションでは、他の町の方々との交流を深めながら、玉入れやパ
ンくい競争など楽しみながら心地よい汗を流しています。茂木の友達作業所での
スポーツ教室は８年間になり、コントロールアタッ
クや、卓球バレーを楽しんでいます。市貝町では、
毎月１回休日に集まり卓球バレーやフライングディ
スクの練習を行なっています。９月の県大会と11月
に行われたフライングディスクの関東大会には全員
で参加しメダルをもらって皆さん大喜び！これから
も元気と笑顔とスポーツの輪を広げていきます！

那須ブロック
（大田原市・那須塩原市・那須町、35名、君島紀子）

　平成27年度、那須ブロックとして全体での活動はなかなか難しかったのですが、
6月にブロック指導者研修会。また、手始めに障がい者スポーツに触れてもらう
ということで、那須塩原市の自立支援協議会のフリースペースや障がい児者育成
会の保護者対象に卓球バレーを実施してみました。また、那須特別支援学校の重
複クラスのゲームあそびにも取り入れていただき、レクレーションから少しずつ
興味をもって拡がっていくことを期待しています。平成28年度も更にブロックの
メンバーとのコミュニケーションを図り活動をしていきたいと思います。

安足ブロック
（足利市・佐野市、34名、大木美智子）

足利市・佐野市で「卓球バレーを広める会」で活動中
　安足ブロックでは、毎年会員が増えて現在30名を超えています。一番力を入
れているのが、「卓球バレーを広める会」の活動です。身体・知的障がい者等
と、年４回の定期活動をしています。精神障がい者との活動がないのが残念です
が、今後の目標と課題だと思っています。会員の皆さんが熱心に活動に参加して
います。いつでも笑顔を忘れずに活動しましょう。

　　初級指導員　君島大地（平成26年度資格取得、那須ブロック）
「とちぎ健康フェスタ2015に参加して」
　平成27年10月18日、宇都宮市で「とちぎ健康フェスタ」が開催され、私は障が
い者スポーツ指導員として参加しました。障がい者スポーツ体験コーナーで「フ
ライングディスク・アキュラシー」、「ボッチャ」、「車椅子バスケットボール」
の3つが行われ、実際の競技というよりも、体験して楽しんでいただくゲームのよ
うな形でした。お年寄りの方から小さな子どもまで幅広く楽しんでいただけたよ
うに感じました。これからもこのような催し物に積極的に参加をしたいと思いま
す。

ニューフェイス紹介



９月27日（日）県障害者スポーツ大会

平成27年度栃木県障がい者スポーツ指導者協議会会員の活動風景

５月16日（日）卓球バレー研修会
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10月18日（日）とちぎ健康フェスタ

10月18日（日）とち
ぎ健康フェスタ

10月24日（土）～26日（月）
第15回全国障害者スポーツ大会（和歌山県）

11月15日（日）とちぎスポーツフェスタ

11月15日（日）とちぎスポーツフェスタ

11月15日（日）とち
ぎスポーツフェスタ

11月15日（日）とちぎスポーツフェスタ



大会報告
障害者フライングディスク競技関東ブロック栃木大会

◆開催日：平成27年11月29日（日）
◆場　所：市貝町城見ケ丘運動公園
◆主　催：日本障害者フライングディスク協会
◆主　管：栃木県障害者フライングディスク協会

　栃木県障害者フライングディスク協会では、平成27年11月29日（日）市貝町城見が丘運動公園において「障
害者フライングディスク競技関東ブロック栃木大会」を開催しました。この大会は７年後の全国障害者スポー
ツ大会にむけて、選手とスタッフの育成を目指したものです。当日は、天気にも恵まれ、他県からの参加を含
め計139名の選手の方が、アキュラシー・ディスタンスに挑戦されました。｢来年の全国障害者スポーツ大会
にむけて。｣｢このような、華やかなところの大会は初めてだけど…｣等いろいろな思いで参加されました。その
ような中で、｢大会には今まで出たことないので、投げられるかしら？｣また、｢沢山の人がいるところで落ち
着いてできるかしら？｣と心配そうに見守る母親。ティーの前に立ち、手からディスクが離れ、｢ナイス、ス
ロー｣とスタッフから声かけられた途端、母親の顔を見て、｢にこっ｣と安堵する選手の娘さん。｢飛んだ！｣と
拍手をする母親。フィールドと応援席の二人の笑顔。｢できたね。｣と親子２人で大会に参加した達成感。この
光景こそが｢感動｣と｢やりがい｣そのものでした。その後、その親子は大会看板の前で記念写真を撮り家路につ
きました。大会記録以上に我々スタッフにも達成感と感動を残してくれた一場面でした。
　最後に、｢大会｣と言えば、トップアスリートを育成することが重視されがちなところですが、当協会では、
選手全員が感動そして指導員みんなが充実感を得るためにトップアスリートの育成だけでなく、｢昨年の私よ
り今年の私｣｢自分がライバル｣を合言葉にこれからも活動をしていきたいと思います。　　　　（兼弘 真由美）

Dr.大橋のワンポイント講座
栃木県県北健康福祉センター所長　大橋俊子（医師、栃木県障がい者スポーツ指導者協議会副会長）

指導者として知って得する？「障害に関する最新の言葉」についてまとめました。

※ ロコモ（ロコモティブシンドローム）と  サルコペニア
　・ロコモ：  加齢にともない　運動器（骨や関節、軟骨、筋肉、神経等で構成されて

いるもの）の障害により、日常生活が困難となり、悪化すると要介護・
寝たきりとなる現象

　・サルコペニア：  40歳前後から筋肉量は減少しますが、特に筋肉量が減少すること
をいう　ロコモの入り口となる

どちらも　元気にシニアライフを送るために、予防対策が重要！

※ 障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解消に関する法律）
　障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会を
つくることを目指すものです。
この法律の対象となるのは、役所等の公的機関や会社やお店です。
・不当な差別的取扱い　⇒　してはいけない（全ての機関・会社・お店）
・合理的配慮　⇒　しなければならない(役所等の公的機関)
　　　　　　　⇒　するように努力する（会社やお店）
平成28（2016）年4月　から始まります！



平成28年度総会および研修会開催のお知らせ

１　総会
【日　時】平成28年５月15日（日）10：00～12：00
【会　場】とちぎ福祉プラザ３階　福祉研修室Ａ
【議　事】
　１　平成27年度事業報告
　２　平成27年度収支決算報告
　３　平成28年度事業計画（案）
　４　平成28年度収支予算（案）
　５　役員改選

２　研修会
【日　時】平成28年５月15日（日）13：00～15：00
【会　場】わかくさアリーナ
【目　的】障がい者スポーツ指導者が、地域での活動や指導に伴う不安を解消し、今

後の活動に対する意欲を高めると共に、指導者の資質向上につなげること
を目的とする。

【内　容】障がい者スポーツの体験等（調整中）

●平成27年度研修会の様子
　【期　日】平成27年５月16日（土）
　【場　所】わかくさアリーナ
　【内　容】卓球バレー
　【参加者】25名



事務局からのお知らせ　　　　　　　事務局長　上野　悟

●平成27年度活動報告（各ブロック活動報告は省略）

【事務局】上三川町三村364−4　　　事務局長：上野　悟
　　　　 T E L ： 0 8 0 − 4 1 6 3 − 5 9 8 2 　 F A X ： 0 2 8 5 − 5 6 − 6 3 7 3
※  各ブロック、事務局からのお知らせは、『栃木県障害者スポーツ協会』ホームページ

で随時掲載しています。
【ホ−ムペ−ジアドレス　http://www.tochi-shinkyo.org/spo.html】

●ボランティアの募集について
　【行事名】第７回栃木県障害者コントロール・アタック大会
　【日　時】平成28年３月13日（日）８：30～13：00
　【会　場】わかくさアリーナ・とちぎ福祉プラザ
　【主　催】（特非）栃木県障害者スポーツ協会
　【募　集】25名程度
　【内　容】会場設営（片付け）、選手受付、競技審判、記録

◆コントロール・アタック競技について
「コントロール・アタック（略称：コンタック）」。は、パラリンピック正式競技「ボッチャ」を原型
としたものです。障害の区別なく理解しやすく楽しめるものをと2003年に県障害者スポーツ協会が
開発し、各自治体への出前講座や県大会の開催などを通じて普及に取り組んでいる。昨年の第6回大
会には13市町20チームが参加した。
◆第6回県コントロール・アタック大会結果
優　勝：いわふねコスモスクラブ（栃木市）、準優勝：あきおちゃんず（鹿沼市）
第３位：きずなの家（宇都宮市）、第４位：かたくり（日光市）、第５位：かわせみ（日光市）

期　　日 事業内容 会　　場
平成27年4月17日 とちぎスポーツフェスタ実行委員会 県庁（会長出席）
平成27年4月19日 第1回理事会 とちぎ福祉プラザ
平成27年5月16日 総会 とちぎ福祉プラザ
平成27年5月16日 研修会（卓球バレー） わかくさアリーナ
平成27年7月12日 関東ブロック障がい者スポーツ指導者協議会幹事会 埼玉県さいたま市
平成27年7月26日 第34回栃木県障害者卓球選手権大会 宇都宮市サン・アビリティーズ
平成27年9月27日 第11回栃木県障害者スポーツ大会 栃木県総合運動公園ほか
平成27年10月18日 とちぎ健康フェスタ2015 とちぎリハビリテーションセンター
平成27年10月28日 栃木県障害者スポーツ選手等育成強化委員会 県庁（会長出席）
平成27年10月24日～

10月26日
第15回全国障害者スポーツ大会
（紀の国わかやま大会2015） 和歌山県

平成27年11月15日 とちぎスポーツフェスタ2015障害者スポーツ体験交
流会 わかくさアリーナ

平成27年11月21日～
11月22日 第11回障がい者スポーツ指導者全国研修会 東京都

平成27年12月3日 障がい者スポーツ関東ブロック連絡協議会 東京都（会長出席）
平成27年12月12日 第2回理事会 とちぎ福祉プラザ
平成28年2月 会報「アシスト第10号」発行
平成28年3月3日 都道府県・指定都市障がい者スポーツ指導者協議会 東京都（会長出席）
平成28年3月13日 第7回栃木県障害者コントロール・アタック大会 わかくさアリーナ
平成28年3月19日 関東ブロック障がい者スポーツ指導者研修会・幹事会 東京都　
平成27年度（5月～11月） 障害者スポーツ教室に指導者派遣 県内13市町（17教室）（延べ66名）
平成27年度（6月～12月） 障害者スポーツ初級指導員養成研修会に講師派遣 とちぎ福祉プラザほか（延べ13名）


