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活字文書読み上げ装置を使用する
と、目の不自由な方でも情報を
音声で聞くことができます。
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会　長　福　留　史　朗

ごあいさつ

平成 30 年度を振り返って

　西日本豪雨、北海道胆振東部地震と大きな災害が相次ぎ尊い命が失われ、多数の犠牲者が出たこと

は言葉では言い尽くせない悲しく辛い出来事でした。スポーツ界での相次いだ不祥事は「スポーツ界

の常識が社会の非常識」となり、甘いガバナンスの問題をスポーツに係わる全ての人が高い倫理観を

持ち解決しなければなりません。

　本協会では、全国障害者スポーツ大会選手派遣や鳥取さわやか車いす＆湖山池マラソン大会、あい

サポートスポーツフェスティバルの開催や地区スポーツ教室、選手強化、指導者養成など様々な事業

を行いながら、スポーツの楽しさや輪を広げることに努めました。ただ、過去最多の参加者があった、

第30回記念鳥取さわやか車いす＆湖山池マラソン大会が荒天のため中止となったのは残念でした。

　本県で開催した全国障害者スポーツ大会バスケットボール・車いすバスケットボール競技の中国、

四国ブロック予選大会は初めて２競技を同一会場で開催しました。各県からは「応援が多くていい」「県

の一体感が出来る」と好評でこれが他県に波及すればと思います。第18回全国障害者スポーツ大会

福井しあわせ元気大会には50名の選手、役員を派遣し金６、銀６、銅８と20個のメダルを獲得しま

した。選手はこの経験を生かし困難があってもあきらめずに、限界に挑戦し続けてほしいと思います。

　インドネシア2018アジアパラ競技大会へは県選手として初めて陸上競技砲丸投げに出場した森選

手が日本新記録で５位入賞を果たし、東京パラリンピックに向けて大きく前進しました。また、本協

会の山下指導員は陸上競技コーチとして日本のメダル獲得に貢献してくれました。二人には今後も日

本や県障がい者スポーツ発展への貢献を期待しています。そして、東京パラリンピックには本県から

選手、コーチを複数派遣し県民の皆さんに感動を届けたいと思います。スポーツの国際化が進む中で

韓国・江原道にて江原道障がい者体育会との間で障がい者スポーツ交流事業協定書に調印を行いまし

た。日本の障がい者スポーツ団体が海外の団体と国際交流協定を結ぶ例はあまりなく、世界中のアス

リート憧れのピョンチャンオリンピック・パラリンピック開催地との協定は、県障がい者スポーツの

新たな扉を開いたと思います。新しい時代はすぐそこまで来ています。新しい時代では、スポーツを

通じて誰もが幸福で心豊かな生活や健康で生き生きとした人生が送れる社会づくりへ一層貢献したい

と思います。

　最後になりましたが、今後も鳥取県障がい者スポーツ協会事業への皆様の温かいご支援を賜わりま

すことを、心よりお願い申し上げます。
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　10月13日 か ら15日 に、
福井県で開催されました。
　9月21日には、国体と合
同の県選手団結団式を行い
ました。大会結果は６ペー
ジに記載されています。

　県内において、スポーツ活動をされる障が
い者及び保護者等の関係者の依頼により、障
がい者スポーツ指導員を派遣し、指導やアド
バイス等を行います。平成30年度は、延べ
299回・716人（平成31年2月15日現在）を
派遣しました。

　８月４日～５日の2日間、県立倉吉体育
文化会館にて、（公財）日本障がい者スポー
ツ協会公認障がい者スポーツ指導員（初級）
養成講習会を実施しました。期間中、「障
がい者スポーツの意義と理念」等の講義や
車椅子バスケットボール等の実技を実施し
ました。修了された29人の、指導員とし
ての今後のご活躍が期待されます。

東部・中部・西部各地区にお
いて、身体障害者福祉協会巡
回行事として、ニュースポーツ
( パットゲームスター・スカット
ボール・カローリング・ボッチャ
など ) の体験教室を
行いました。

◆ 障がい者スポーツ指導員派遣事業 ◆

◆ 第 18 回全国障害者スポーツ大会「福井しあわせ元気大会」◆

◆ 日本障がい者スポーツ協会公認障がい者スポーツ指導員（初級）養成事業 ◆

◆ スポーツ教室事業 ◆

平成 30 年度鳥取県障がい者スポーツ協会事業報告

結団式の様子 開会式と選手団記念撮影の様子

ニュースポーツ体験教室の様子
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関係団体が開催された大会

県選手選考会（陸上競技）

県選手選考会（水泳）

県選手選考会（卓球）

県選手選考会
（フライングディスク）

県選手選考会（ボウリング）

県選手選考会（アーチェリー）

●第56回鳥取県身体障がい者体育大会
　9月14日（金）　倉吉体育文化会館
　選手340人　関係者150人　合計490人

●平成30年度鳥取県精神障がい者バレーボール大会
　12月15日（土）　あやめ池スポーツセンター
　選手6人　関係者23人　合計29人

●第10回鳥取県障がい者卓球大会
　12月8日（土）　鳥取県立鳥取産業体育館
　選手40人　関係者13人　合計53人

●第6回鳥取県ふうせんバレーボール大会
　7月21日（土）　鳥取県立米子産業体育館
　選手100人　関係者92人　合計192人

●第6回鳥取県障がい者水泳選手権大会
　9月23日（日）　米子市皆生市民プール
　選手29人　関係者26人　合計55人

●第8回鳥取県障がい者フライングディスク大会
　7月14日（土）　ハワイ夢広場
　選手60人　関係者40人　合計100人

●第4回鳥取県障がい者ボウリング大会
　11月4日（日）　鳥取スターボウル
　選手43人　関係者3人　合計46人

◆第18回 全国障害者スポーツ大会鳥取県選手選考会（個人種目）、練習会◆

　5月 19 日・20 日に陸上・フライングディスク・アーチェリー・卓球・水泳・ボウリングの 6
競技を実施し、延べ 244 人が参加しました。また、選考された選手の強化練習会を開催しました。



団体名 役員 会員数 問い合わせ先

鳥取県車椅子バスケットボール協会 会　長　浜崎　晋一
理事長　福永　幸男 37人 〒682－0946　倉吉市横田 497　福永様方

電話　090-1359-6488

鳥取県身体障害者アーチェリー協会 会　長　西脇　正和
会　計　足立　直行 6人 〒680－0003　鳥取市覚寺 398

電話　（0857）30-1701

鳥取県障がい者卓球協会 理事長　若原　優二
事務局　有田　愛子 33人 〒680－1234　鳥取市河原町北村 367-1

電話　（0858）85-1470

鳥取県グランドソフトボール協会 会　長　市川　正明
事務局　門脇　保身 9人 〒683－0001　米子市皆生温泉 3-18-3　

電話　（0859）35-4336

鳥取県聴覚障害者バレーボールクラブ 会　長　福本　和巳
事務局　徳岡　英一 21人 〒683－0009　米子市観音寺新町 3-5-9-107

FAX　（0859）30-2563

鳥取県障がい者水泳協会 理事長　本田　貴志
事務局　稲田　真弓 69人 〒683－0001　米子市皆生温泉 3-18-3 米子市皆生市民プール

電話　（0859）34-6750

鳥取県障がい者フライングディスク協会 会　長　山本　徳広
事務局　斎尾　智恵里 69人 〒689－2212　東伯郡北栄町下種 501

電話　090-7593-0488

鳥取パラ陸上競技協会 会　長　山本　　透
理事長　大森　浩至 37人 〒683－0012　米子市八幡 215-2

電話　090-7504-2348

鳥取県サウンドテーブルテニスクラブ 会　長　市川　正明
事務局　門脇　保身 22人 〒683－0001　米子市皆生温泉 3-18-3

電話　（0859）35-4336

鳥取県障害者フットベースボール協会 代　表　八渡　和仁
事務局　平野　義人 13人 〒682－0018　倉吉市福庭町 1 丁目 365-2

電話　（0858）26-7530

鳥取県スポーツチャンバラ協会 会　長　上村　忠史
事務局　水田　靖子 50人 〒682－0002　倉吉市中江 314-16

電話　（0858）26-2291

鳥取県ふうせんバレーボール協会 代　表　角　　千春
事務局　川井　千賀 49人 〒683－0802　米子市東福原 8-25-18

電話　（0859）34-5089

鳥取県障がい者ボウリング協会 会　長　島谷　龍司
事務局　森　　修治 18人 〒680－0141　鳥取市国府町美歎 904-3

電話　（0857）24-2708

鳥取県障がい者ソフトボール協会 会　長　長坂　則翁
事務局　石井　憲太郎 13人 〒683－0007　米子市観音寺 192-1

電話　090-7373-8268

鳥取県精神障がい者バレーボール協会 会　長　佐藤　義人
事務局　田崎　昌宏 37人 〒683－0853　米子市両三柳 2680

電話　090-2000-4403

鳥取県 FID バスケットボール連盟 会　長　伊藤　　保
事務局　岩崎　英子 43人 〒680－0053　鳥取市寺町 133-10

電話　090-6981-7633

鳥取県卓球バレー協会 会　長　宮本　聖史
事務局　秋田　眞佐子 42人 〒680－0947　鳥取市湖山町西 2-147-1

電話　（0857）50-0124

鳥取県ソーシャルフットボール協会 会　長　廣江　　仁
事務局　中村　祐太 33人 〒684－0041　境港市中野町 1929-1

電話　（0859）42-1121

鳥取県ボッチャ協会 会　長　石丸　　知
事務局　小笹　智史 20人 〒683－0841　米子市上後藤 3-5-1

電話　（0859）29-5351

鳥取県障がい者グラウンド・ゴルフ協会 会　長　山崎　建治
事務局　福永　幸男 14人 〒682－0946　倉吉市横田 497　福永様方

電話　（0858）28-0097
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新規加盟団体の声

　ボッチャは 2020 東京オリンピック・パラリンピック
の正式種目ですが、障がいの有無に関わらず、誰でも
楽しむことができるスポーツとして近年注目されていま
す。鳥取県では昨年、第 1回ボッチャ交流大会を米子
市で開催し、約 80人でボッチャを楽しみました！今後
も大会やイベントを実施しますので、沢山の方のご参加
お待ちしております。

加 盟 団 体 紹 介 ―下記 20団体が加盟しています―

【連絡先】鳥取県ボッチャ協会事務局
〒683-0841・米子市上後藤 3-5-1　TEL（0859）29-5351
医療法人養和会　メディカルフィットネスセンター CHAX
練習場所：医療法人養和会　体育館
【練習日】第1、3土曜日　17：30 ～19：00
・ ・第 2、4、5日曜日　9：30 ～12：00

　本年度加盟団体に成り、会員一同を代表して感謝
申し上げます。グラウンド・ゴルフ（以下G・G）は、
旧泊村発祥の競技として、昭和５７年７月にG・G
協会が発足以来、国内を初め海外でも普及しており
ます。
　高齢化が進む中、健康作りを目的に『いつでも・
どこでも・だれでも』気軽にできる競技としてプレ
ーヤーも増え、障がい者のG・Gクラ
ブチームも平成８年に結成され、その
人達が中心となり障がい者G・G協会
が発足しました。健康作りのために、
皆さん私たちと一緒にG・Gをしませ
んか？

鳥取県ボッチャ協会
事務局長　小笹　智史

鳥取県障がい者グラウンド・ゴルフ協会
会長　山崎　建治
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第18回 全国障害者スポーツ大会「福井しあわせ元気大会」選手団記録一覧

★水泳
氏　名 所　属 種　目 記　録 順位 種　目 記　録 順位

杉原　美由紀 鳥取県障がい者水泳協会 25 ｍ自由形 24 秒 95 2 50 ｍ自由形 56 秒 84 2
新野　真美 （医）・（社福）真誠会ゆうとぴあ 25 ｍ自由形 17 秒 88 3 50 ｍ自由形 41 秒 07 3
小田　裕史 県立琴の浦高等特別支援学校 25 ｍ自由形 15 秒 75 5 50 ｍ自由形 35 秒 28 4

★フライングディスク
氏　名 所　属 種　目 記録 順位 種　目 記　録 順位

森住　和彦 ＪＲ西日本レンタカー＆リース（株）アキュラシーディスリート 5 10 投 1 ディスタンスメンズ・スタンディング 47 ｍ 74 2

近藤　旬一 鳥取県立倉吉養護学校 アキュラシーディスリート 5 9 投 1 ディスタンスレディース・スタンディング 47 ｍ 08 6

★卓球
氏　名 所　属 種　目 記　録 順位

濵津　志織 日立フェライト電子株式会社 一般卓球 0 勝 2 敗 3
石田　瑠輝 イオン鳥取北店 一般卓球 2 勝 0 敗 1

★ボウリング
氏　名 所　属 種　目 記　録 順位

植田　良介 鳥取県立倉吉農業高等学校 壮年男子 599 3

水泳（会場の様子）

陸上競技（田中選手）開会式前の選手団記念撮影

卓球（会場の様子）

【オープン競技】
競技名 結果 記　　　　録

卓球バレー ベスト１６

予選リーグ

負け 　0-2 西陣工房（京都府）

予選リーグ

引き分け 1-1  美山壮フレンズ（福井県）

決勝トーナメント　1 回戦
負け　0-2 ハナミズキ（佐賀県）

【個人競技】
★陸上競技

氏　名 所　属 種　目 記　録 順位 種　目 記　録 順位
井上　流生 株式会社パジャスポーツ スラローム ー （失格） ビーンバッグ投 15 ｍ 50 1
高橋　峻也 日本福祉大学 ジャベリックスロー 25 ｍ 17 2 50 ｍ 7 秒 21 1
水津　保 （社福）障がい者福祉サービス事業所  櫻苑 スラローム 1 分 04 秒 2 3 ビーンバッグ投 5m69 1

内藤　佳良子 （医）養和会 スラローム 1 分 52 秒 9 5 ビーンバッグ投 6m37㎝ 3
佐々木　優真 県立琴の浦高等特別支援学校 200m 26 秒 09 5 50 ｍ 7 秒 10 5
程口　真樹 県立琴の浦高等特別支援学校 200m 25 秒 49 3 100m 12 秒 48 5
谷　悠聡 株式会社 JR 西日本米子メンテック 走幅跳 ー （棄権） 100m 12 秒 44 2

田中　香織 県立琴の浦高等特別支援学校 走幅跳 1m12 4 50 ｍ ８秒 00 3
植田　帆乃夏 県立琴の浦高等特別支援学校 50m ８秒 26 4 立幅跳 2 ｍ 07 2

佐々木 ・程口 ・田中 ・谷 4 × 100 ｍリレー 50 秒 46 4

選手団団長 福留　史朗
選手団総監督 山本　透

旗手 谷　悠聡
役員数 20
選手数 26

個人競技
獲得メダル数

金 6
銀 6
銅 8

陸上競技（程口選手）陸上競技（井上選手、水津選手）
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●谷　悠聡（旗手・陸上競技）
　初めて、旗手を務めさせて頂きました。県旗を持つ事になってプレッ
シャーもありましたが、鳥取県の代表として精一杯務めました。私の大
会の目標は、メダルを二つ以上取る事でした。残念ながらメダルは一つ
しか取れませんでした。
　この大会を通して、自分の課題点も見えてきました。私は体が硬く、
練習中に何度も足を痛めました。今回も足を痛めてしまい、いつもの走
り方ができませんでした。
　また痛めないように体を柔らかくして、早く走れるようにしたいです。これからもよろしくお願いいたし
ます。

●新野　真美（水泳）
　福井県敦賀市にて、水泳競技に出場しました。今までで 2回目の出
場で、身が引き締まる思いでいました。鳥取にメダルを持って帰ること
を目標にレースに挑みました。結果銅メダルを持って帰ることが出来て、
応援に応えることができたかと思います。鳥取を背負って試合ができた
こと、たくさんの方々が応援してくれていることを噛みしめながら、最
後まで力を出し切ったのではないかなと思います。
　今の結果に満足せず、これからの練習や経験を積み重ねて、強さと速
さを求めて弱い気持ちに負けないように、次の大会ではさらに良い色のメダル獲得と共に自己ベスト更新を
目標に、より一層練習に励み、精進していきたいです。たくさんの応援ありがとうございました。引き続き
応援よろしくお願いいたします。

●濵津　志織（卓球）
　私は全国障害者スポーツ大会に初めて出場しました。そのためとても緊張し
ました。他県の聴覚障がいを持っている人とたくさん話ができ、また久しぶり
に会う友達もいたのでとても楽しかったです。これまで練習してきたことが発
揮できたと思います。
　結果は 3位でした。とても嬉しかったです。来年もこの大会に出場したいで
す。将来の夢はデフリンピックに出ることです。そのためには、卓球の練習をもっ
と頑張らなければいけないと思いました。

第 18 回全国障害者スポーツ大会に出場して

フライングディスクチーム

米子市ボランティアセンターからの
応援フラッグ

卓球バレー

福井県と言えば恐竜！？ ボウリング
（植田選手・公式練習）

知事表敬報告会
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　今年の中国・四国ブロック予選会は中国・四国各地で開催され、鳥取県は次の５競技に出場しました。
本年度は車いすバスケットボール競技と FIDバスケットボール競技の予選会が本県で実施され、熱戦
が繰り広げられました。

第１８回全国障害者スポーツ大会

中国・四国ブロック予選会（団体競技）

バレーボール（聴覚男子）
期日：平成３０年５月１９日（土）～２０日（日）
会場：香川県高松市
結果：３チームによるリーグ戦　　　
　　　鳥取県２－１山口県　　鳥取県０－２広島市
　　　（結果１勝１敗、２位により予選通過ならず）

車いすバスケットボール（身体）

期日：平成３０年５月２６日（土）～２７日（日）
会場：コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク
結果：１回戦　鳥取県０－２０愛媛県
　　　交流戦　鳥取県２２－６１広島市　

バレーボール（精神）
期日：平成３０年６月８日（土）～９日（日）
会場：広島県立びんご運動公園　
結果：２回戦　鳥取県２－０香川県
　　　準決勝　鳥取県０－２岡山県　

フットベースボール（知的）

期日：平成３０年６月９日（土）～１０日（日）
会場：高知県立春野総合運動公園　運動広場
結果：１回戦　　　鳥取県０－２０山口県　　　
　　　３位決定戦　鳥取県４－２６岡山県（第４位）

ＦＩＤバスケットボール（男子）

期日：平成３０年５月２６日（土）～２７日（日）
会場：コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク
　　　鳥取市国府町民体育館
結果：１回戦　鳥取県６６－５６愛媛県　
　　　準決勝　鳥取県２３－７７高知県　　　
　　　３位決定戦　鳥取県４０－１１３島根県（第４位）

ＦＩＤバスケットボール（女子）

期日：平成３０年５月２６日（土）～２７日（日）
会場：コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク
　　　鳥取市国府町民体育館
結果：１回戦　鳥取県７７－１４愛媛県
　　　準決勝　鳥取県４９－５９岡山県　　　
　　　３位決定戦　鳥取県５９－５３島根県（第３位）
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～国際大会出場報告～

インドネシア 2018　アジアパラ競技大会　

● 森　卓也

　昨年、10/6 ～ 10/13までインドネシアジャカルタで行われていたアジアパラ大会に参加してき
ました。当初からわかっていたのですが、赤道直下の国でとにかく暑い毎日、円盤投げの試合で熱
中症になってしまい２日間寝込んでしまいました。本命の砲丸投げの試合前日には体調もだいぶ回
復し砲丸投げでは自己記録を30cm更新し、5位入賞する事ができました。

競技結果10/8・円盤投げ：24.17m　24人中15位10/11砲丸投げ：9.50m・19人中5位入賞（日本
記録更新）10/12やり投げ：22.47m

　14人中11位障害クラスが異なる選手との試合となり下位障害クラスの選手にハンデポイントが
付きとても厳しい戦いになりましたが同クラスでの砲丸
投げの順位は2位となります。今大会に向け砲丸投げに
はとにかく力を入れて練習に取り組んできたので砲丸投
げの結果には満足しています。最後に本大会をしっかり
楽しみ無事に帰って来られたのも、日本で応援してくれ
た沢山の皆様、現地運営役員・ボランティアの皆様のお
かげだと大変感謝しています。とても楽しく競技が出来
ました、ありがとうございます。今年は世界選手権が行
われますので先ずは代表選考で選ばれるようしっかり練習に取り組んでいきたいと思います。

　県内の障がいのある方がスポーツと出会い、継続的にスポーツを楽しむことを支援する「ガイド
人材」の育成事業を今年度から行っています。
これは、障がいのある方がどこにいてもスポーツを楽しむことができるよう、障がいのある方々を
取り巻く様々な職種の人に「ちょっとしたコツ」を体得していただくものです。
　これまでに合わせて600名の方に座学・実技を含めた研修会を通し、障がい者スポーツの普及・
啓発に努め、障がい者スポーツへの理解を深めていただきました。
　ガイド人材を年間100名程度育成し、県内全域で障がいのある方が日常的にスポーツを楽しめる
ようになることを目指します。

　10月６日（土）～ 13日（土）までインドネシア・ジャカルタにてインドネシア2018アジアパラ競技大会が開催
され、鳥取県からは陸上競技に森　卓也選手（鳥取パラ陸上競技協会）が出場し、砲丸投で５位入賞を果たしました。

■ ■ ■ ■ ガイド人材育成事業 ■ ■ ■ ■
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　11月 11日（日）鳥取県立米子産業体育館・米子クイーンボウルにて、鳥取県あいサポート ･スポーツフェスティ
バル 2018 を開催しました。今年は、北京・ロンドン・リオと３大会パラリンピックに出場された、自転車競技
の藤田征樹選手をゲストにお迎えし、競技や装具の紹介など、映像を交えて講話いただきました。
　当日は、参加者・スタッフ等合わせて、約 400 名の方にご参加いただき、大変盛況のフェスティバルとなりました。

トークショー

フライングディスク

クロリティー

タンデム自転車

藤田　征樹選手

カローリング

卓球バレー

パットゲームスター スポーツチャンバラ ラダーゲッター

ふうせんバレーボール

卓球

ボッチャ

ボウリング

鳥取県あいサポート・スポーツフェスティバル２０１８

� YMCA米子医療福祉専門学校　理学療法士科　３年　中井夢実　小川梨央
　この度、鳥取県あいサポート・スポーツフェスティバル2018にふうせんバレーボールのボランティアとし
て参加させていただきました。ふうせんバレーボールに参加される方は、性別・年齢・障がいの有無に関係な
くスポーツを楽しんでおられました。いままで、障がいのある方と実際に関わる機会が少なかったため、どの
ように接すればいいか分からないため不安でしたが、ふうせんバレーボールをしていく中で、作戦を考えたり
相手からも声をかけてくださったりとすぐに打ち解けることができました。また、このふうせんバレーボール

を通して、健常者と同じように接することができるという考えが生まれ、一緒にスポーツを楽し
むことができました。
　このフェスティバルに参加して、障がい者と健常者が一緒になってスポーツをする嬉しさを感じ、
ボランティアとして参加して良かったなと実感しました。スポーツは人と人とを結ぶものだと身を
もって感じることができ、素晴らしい体験ができたことを感謝しています。

鳥取県あいサポート・スポーツフェスティバル２０１８参加者の声
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中級障がい者スポーツ指導員養成講習会

　平成30年10月27日（土）から30日（火）と12月１日（土）から４日（火）の、のべ８日間にわたり、鳥取県中
級障がい者スポーツ指導員養成講習会を開催しました。８年ぶりの本県での開催となった今回の講習会は、県内
外から様々な講師の先生にお越しいただき、グループワークや実技を通して、充実した講義を展開していただき
ました。
　受講生の皆さんも熱心に講義を受けられ、積極的な質問や情報交換が行われました。また講習会の内容に対し
て好評の声をいただくことができました。８日間にわたり、受講生・講師の皆様大変お疲れ様でした。今回受講
されました16名の今後の指導員としての更なるご活躍を願っております。
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定例スポーツ教室のご案内
　東部・中部・西部各地区において、本協会主催の障がい者定例スポーツ教室を実施しています。
県立障害者体育センター、湖山西地区体育館、県立倉吉体育文化会館、米子サン・アビリティーズで
はどなたでも楽しめるニュースポーツ、米子市皆生市民プール、倉吉市営温水プールでは水中運動、
鳥取産業体育館ではニュースポーツと水中運動のいずれも実施しました。

鳥取産業体育館障がい者
レクリエーションスポーツ教室の様子

（水中運動）

東部スポーツ教室の様子
（ふうせんバレーボール）

鳥取産業体育館障がい者
レクリエーションスポーツ教室の様子
（ニュースポーツ・ボッチャ）

中部スポーツ教室の様子
（卓球バレー）

西部スポーツ教室の様子
（スカットボール）

西部障がい者水泳教室の様子

東部スポーツ教室
◆水曜日（県立障害者体育センター）
　昼　13：30～ 15：00
　夕　17：15～ 18：45

◆月 2回程度・土曜日
　（湖山西地区体育館）
　13：30～ 15：00

中部障がい者水泳教室
◆日曜日（倉吉市営温水プール）
　16：00～ 17：00

西部スポーツ教室
◆土曜日（米子サン・アビリティーズ）
　9：30～ 11：30

中部スポーツ教室
◆毎月第 1木曜日（県立倉吉体育文化会館）
　14：00～ 16：00

西部障がい者水泳教室
◆火曜日（米子市皆生市民プール）
　13：00～ 14：00

鳥取産業体育館障がい者
レクリエーションスポーツ教室

◆ニュースポーツ（鳥取産業体育館）
　水曜日　15：30～ 17：00

◆水中運動（鳥取屋内プール）
　金曜日　15：30～ 17：00
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[ブラインドマラソンとは？ ]

協定締結式の
様子

参加者で記念撮影
親善試合の　
様子

　視覚障がいのある方が安心してランニングやウォーキングを日常的に楽しむことができる環境
を作るため、伴走者として必要な知識及び技術について学ぶ研修会を６月１６日（土）にコカ・コー
ラボトラーズジャパンスポーツパーク陸上競技場で開催しました。日本ブランインドマラソン協会
の鈴木邦雄常務理事を講師に、視覚障がい者の障がい特性や伴走に関する理論を学ぶとともに、ア
イマスク体験や伴走体験などの実技を行いました。また、参加者有志のよる視覚障がい者と伴走者
のグループ「白うさぎB&G」が７月に結成され、定期的に練習会が開催されています。

♦♦♦♦♦伴走者養成研修会♦♦♦♦♦

視覚に障がいのある人（盲、弱視など）が走ることを言います。ブラ
インドの選手が走る際には、きずなと呼ばれるロープを使用し、ラン
ナーと伴走者がお互いにロープを軽く握って走ります。ランナーと呼
吸や歩幅、手の振りなどを合わせて走ることがコツです。これがなか
なか難しいんです！みなさんもガイドランナー、始めてみませんか？

～韓国・江原道との障がい者スポーツ国際交流事業～

　11月 16 日～ 18日まで「鳥取県・韓国江原道障がい者スポーツ国際交流
事業」を実施し、県ＦＩＤバスケットボール連盟から男子チームを編成し、
総勢１１名の交流団で韓国江原道を訪問しました。
　今年はスポーツ交流だけでなく、期間中に「鳥取県・韓国江原道障がい者
スポーツ交流事業協定書」締結いたしました。このことは、鳥取県・江原道
双方の合意の基に実行されている事業であることが客観的にも証明され、日
本でも数少ない地方における障がい者スポーツの分野における国際交流を推
進しているという点で、大きな意義を持つ出来事でした。
　親善試合においては、韓国３位の実力を持つ江原道チームに惜しくも敗れ
はしましたが、一時はリードを奪い、また江原道障がい者バスケットボール
協会の役員の方からもドリブル・パス等のスキルが高いレベルにある、との

評価をいただき、本県チー
ムの強化の成果を確認する
良い機会となりました。
　今回の事業協定締結を
きっかけに、今後も両国の
障がい者スポーツの分野で
の交流をさらに活性化して
いきたいもの
です。
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スペシャルオリンピックス日本・鳥取

スペシャルオリンピックス日本・鳥取

【連絡先】

＜個人・団体競技支援＞
国際大会・国内大会で活躍できる選手や団体を育成するため、
平成 30 年度は、個人競技 18 名・団体競技 5団体に対して強
化指定を行い、認定証授与式を実施しました。

＜医科学サポート＞
競技をする上で必要な知識や理解を深めるた
め、コンディショニング・スポーツ栄養・アン
チドーピング・メンタルトレーニングなどの講
習会を実施しています。

＜アスリートの発掘・育成＞
将来的に活躍できるアスリートを発掘・育成す
るため、特別支援学校での相談会や日本代表選
手による講演会・体験会、また、特別支援学校
での体力測定を実施しました。

鳥取県障がい者スポーツ競技力向上事業

〈活動目的〉
知的障がいのある人たちに年間を通じて、オリンピック競技種目に準じた様々なスポーツトレーニングと競技の場を提
供しています。

〈活動内容〉
　県内３地区での定期的な
スポーツプログラムの実施
や全県で行う地区大会の開
催のほか、他県で開催され
る大会にも参加しています。
４年に１度開催される全国
大会にはアスリートを派遣
します。

種目 日時 会場

鳥取
卓球 第２・４日曜日10：00～ 12：00 高齢者福祉センター

ボウリング 第２・４金曜日16：30～ 18：00 鳥取スターボウル

倉吉 卓球 第２・４水曜日19：00～ 20：30 ゆりはま大平園
サッカー 不定期 ゆりはま大平園

米子

卓球 第１・３土曜日10：00～ 12：00 米子産業体育館
陸上 第２・４日曜日 9：30～ 12：00 どらドラパーク
競泳 第１・３日曜日15：00～ 17：00 皆生市民プール

バドミントン 第１・３日曜日 9：30～ 12：00 米子サン・アビリティーズ
ボウリング 第２・４日曜日13：00～ 15：00 ＹＳＰボウル

〈アスリート募集〉
　県内では約 100 名のアスリートが自分の好きなスポーツ活動を
しています。誰でも気軽に参加することができます。まず、近く
の会場で見学してみませんか。

検索

特定非営利活動法人
スペシャルオリンピックス日本・鳥取・事務局
〒 680-8570　鳥取市東町 1丁目 220 番地　
　　　　　　　県庁議会棟別館 1階
　　　　　　　TEL・FAX（0857）30-6858
　　　　　　　E-mail・・son_tottori@son.or.jp

➡



2019 年 11 月 9 日（土）
境港市民体育館
卓球バレー、ボッチャ、フライングディスク、卓球、ふうせんバレーボール、
スポーツチャンバラ、パットゲームスター、羽根っこゲーム、スカットボール、
カローリング、バッゴー、ラダーゲッター、輪投げ　etc.

（1）日　　付
（2）場　　所
（3）交流種目

障がいの有無を問わず、様々な年代の方にお集まりいただき、試合やニュースポーツ
の体験を通して交流し、楽しんでもらえる予定にしています。奮ってご参加ください！

鳥取県あいサポート・スポーツフェスティバル2019
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2019 年度鳥取県障がい者スポーツ協会事業計画

第 11 回鳥取県障がい者スポーツ大会

第 31 回鳥取さわやか車いす＆湖山池マラソン大会

（1）日　　付
（2）会場と競技種目

2019 年 9 月 8 日（日）
コカ ･コーラウエストスポーツパーク陸上競技場
及び湖山池マラソンコース
＜車いすの部＞ハーフマラソン、3 ｋｍ、500m
＜ランニングの部＞10 ｋｍ、5 ｋｍ、3 ｋｍ、1ｋｍ
＜ウォーキングの部＞

2019 年 5 月 18 日（土）・19 日（日）

第 19回全国障害者スポーツ大会「いきいき茨城ゆめ大会」個人種目の予選会を兼ねる大会です。全国大会
を目指す方、県大会入賞を目指す方、自己記録の更新を目指す方 ･･･ と、それぞれの目標に向かって積極的
に参加してください！！

（1）日　　付
（2）場　　所

（3）競技種目

※詳細は大会要項をご覧ください。
たくさんの方々の参加をお待ちしております。

＜日時＞ ＜開会式＞ ＜競技開始＞ ＜会　　　　場＞ ＜競技種目＞

５月18日（土）

10：00 ～ 10：30 ～ 鳥取市営つづらおアーチェリー場 アーチェリー

10：00 ～ 10：30 ～ どらドラパーク米子市民体育館 卓球

13：20 ～ 13：30 ～ 米子ＹＳＰボウル ボウリング

5月19日（日）

10：00 ～ 10：30 ～ どらドラパーク東山陸上競技場 陸上競技

10：00 ～ 10：30 ～ どらドラパーク東山陸上競技場 フライングディスク

10：00 ～ 10：30 ～ 鳥取県営東山水泳場 水泳
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◆企業・団体会員
トスク株式会社・鳥取県漁業協同組合酒津支所

◆第 30 回鳥取さわやか車いす & 湖山池マラソン大会への協賛及びプログラム広告掲載
山崎製パン株式会社・サンヨーグループ・株式会社メモワールイナバ・鳥取県遊技業協同組合・株式会社マルイ・
クリヤマ株式会社・東亜道路工業株式会社・トスク株式会社・社会福祉法人鳥取県厚生事業団・ミズノ株式会社・
アート工房M・有限会社ウエダ印刷・第一道路施設株式会社・株式会社アベ鳥取堂・ジェイライフサービス株式会
社・有限会社鳥取義肢製作所・株式会社昭和電設・米子ワークホーム・ワークなぎら・アシックスジャパン株式会社・
ホテルモナーク鳥取・日本交通株式会社・株式会社橋尾スポーツ・株式会社ニシ・スポーツ・有限会社西川テント
商会・株式会社エスマート

◆第 30 回鳥取さわやか車いす & 湖山池マラソン大会協賛の物品販売へのご協力団体
鳥取県庁・東部庁舎・八頭県土整備事務所・中部総合事務所・西部総合事務所・境港市社会福祉協議会・鳥取市役所・
境港市役所・倉吉市役所・米子市役所・鳥取県社会福祉協議会・鳥取市社会福祉協議会・智頭町身体障害者福祉協会・
米子ワークホーム・鳥取県身体障害者福祉協会・（公財）鳥取県体育協会・鳥取県障がい者卓球協会・鳥取県障がい
者卓球バレー協会・鳥取県厚生事業団・スペシャルオリンピックス日本鳥取・鳥取県車いすバスケットボール協会・
鳥取県立米子養護学校・鳥取県立岩美高等学校・鳥取市交通安全指導員会・鳥取市スポーツ推進委員協議会・鳥取
県立琴の浦高等特別支援学校・山陰警備保障株式会社・鳥取県立白兎養護学校・アプローズ来夢・ウエダ印刷・岩
美かたつむり工房・鳥取県立鳥取盲学校・第一道路施設株式会社・青谷町総合福祉センター・鳥取県障がい者フラ
イングディスク協会・山陰合同銀行・鳥取県境港水産事務所・三朝町身体障害者福祉協会・鳥取県立精神保健福祉
センター・鹿野町総合福祉センター・株式会社衣笠商会・鳥取パラ陸協・米子サン・アビリティーズ・鳥取県立八
頭高等学校・岩美ぴゅあふれんず・鳥取市若草学園・林業試験場・かえるクラブ・鳥取県視覚障害者福祉協会・あ
いおいニッセイ同和損害保険株式会社・県立障害者体育センター利用者グループ・メディカルフィットネスセンター
CHAX・鳥取県立倉吉養護学校・鳥取県栽培漁業センター

※大会運営及び協会の活動に大変助かりますので、次年度以降もよろしくお願い致します。

＜2019年度行事予定＞

　当協会では、障がい者がスポーツを通して、残存機能の向上及び心身の健全な育成を図り、自立更生から社会参加へと発展する活動
を支援しています。趣旨に賛同いただける企業・団体・個人の皆様を対象に会員を募集していますので、ご協力をお願いいたします。

【問い合わせ先】
一般社団法人鳥取県障がい者スポーツ協会
電話（0857）50 － 1071
FAX（0857）50 － 1074

区 　 分 年 会 費　
個 人 会 員 1口　 1,000 円
企業・団体会員 1口　10,000 円

月　　日 大　会　名 開　催　場　所

5月18日（土）・19日（日） 第 11 回鳥取県障がい者スポーツ大会
兼第 19 回全国障害者スポーツ大会鳥取県選手選考会 どらドラパーク東山陸上競技場 他

7月13日（土） 第 9 回鳥取県障がい者フライングディスク大会 ハワイ夢広場

7月27日（土） 第 7 回鳥取県ふうせんバレーボール大会 鳥取県立米子産業体育館

7月28日（日） 第 5 回鳥取県障がい者ボウリング大会 鳥取スターボウル

8月3日（土）・4日（日） 2019 年度（公財）日本障がい者スポーツ協会公認
障がい者スポーツ指導員（初級）養成講習会 鳥取県立米子産業体育館

9月8日（日） 第 31 回鳥取さわやか車いす & 湖山池マラソン大会 コカ･コーラウエストスポーツパーク陸上競技場
及び湖山池マラソンコース

９月15日（日） 第 14 回わかとり杯争奪 車椅子バスケットボール大会 岩美町民体育館

９月22日（日） 第 7 回鳥取県障がい者水泳選手権大会 米子市皆生市民プール

10月12日（土）～14日（月）第 19 回全国障害者スポーツ大会「いきいき茨城ゆめ大会」 茨城県　ほか

10月26日（土） 2019 年度鳥取県卓球バレー大会 米子サン・アビリティーズ

１１月9日（土） 鳥取県あいサポート・スポーツフェスティバル 2019 境港市民体育館

11月中旬 2019 年度　鳥取県精神障がい者バレーボール大会 あやめ池スポーツセンター体育館

12月8日（日） 第 11 回鳥取県障がい者卓球大会 鳥取県立障害者体育センター

あたたかいご支援ありがとうございました 
一般社団法人鳥取県障がい者スポーツ協会賛助会員一覧（敬称略・順不同）

賛助会員募集のお知らせ


