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　2020年7月に開館した鳥取ユニバーサルスポーツセンター ノバリア（詳細は2 ～ 5ページに掲載）

鳥取県障がい者スポーツ協会だより

▼このマークは、音声コードです。
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　大‥谷　喜‥博ご あ い さ つご あ い さ つ
　このたび福留史朗氏の勇退に伴い令和 3 年 1 月から会長に就任しました‥
大谷喜博です。
　前会長福留史朗氏には、長年にわたり鳥取県の障がい者スポーツの発展に尽力され、障がい者
によるスポーツ人口も増え、また各種大会において、優秀な成績を収める選手も多くなりました。
さらに、鳥取さわやか車いす &湖山池マラソン大会の発展、障がい者スポーツ拠点施設鳥取ユ
ニバーサルスポーツセンター「ノバリア」の開館など、鳥取県における障がい者スポーツの礎を
築かれました。
　さて昨年は、まさに新型コロナウイルスで始まり、終わった年となりました。オリンピック・
パラリンピックの 1 年延期、全国障害者スポーツ大会、鳥取さわやか車いす &湖山池マラソン
大会の中止など各種の大会が延期や中止となりました。今年度は新型コロナウイルス禍での鳥取
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などの大会等
について、各関係機関と連携をとりながら検討を重ねていきたいと思います。
　昨年完成しました鳥取ユニバーサルスポーツセンター「ノバリア」は、この新型コロナウイル
ス禍においても多くの方に利用していただき、昨年は延べ 5000 人からの利用がありました。障
がいの状態に合わせた個別の指導や各スポーツ教室などの利用があり、皆様からよい評価を頂い
ています。
　障がい者スポーツは、競技への出場だけでなく体力の維持、リハビリ等それぞれの状況に応じ
た運動が必要です。そのためには、各種協会、団体、支援者等皆様の協力なくしては何も進んで
いきません。今後とも皆様のご協力を頂きながら、これからも障がい者スポーツのさらなる発展
に努力していく所存です。

　鳥取県と公益財団法人日本財団との共同プロジェクトで建設が進められてきた障がい者スポーツ拠点施
設「鳥取ユニバーサルスポーツセンターノバリア」（運営 : 一般社団法人鳥取県障がい者スポーツ協会）が、
2020年 7月 11日に開館しました。
　施設の名称である「ノバリア」は、412点の応募の中から、ラテン語で新しいを意味する「Nova」と、
イタリア語で旋律・空気を意味する「aria」を組み合わせた造語です。日本語の発音では「No‥Barrier」
とも聞こえ、誰もが障がいなくスポーツを楽しめる、新しい空気をもたらす場所にしてほしいという願い
が込められています。
　この施設では、スポーツ広場（バスケットボールコート 1/2 面）やトレーニングマシンを備えたトレー
ニングルーム、研修やダンスなど多彩に使用できるマルチルームを備えており、障がいの有無に関わらず
多くの方が運動・スポーツを楽しむことができます。
　また、障がいのある方が安心してスポーツを楽しめる環境づくりとして、障がいのある方と一緒にスポー
ツを楽しむ・支える、又は応援する人材を多く育成する施設でもあり、スポーツを通じた共生社会の実現
の一歩となるような取り組みを随時行っていきます。

2020 年 7 月 11 日 OPEN!!2020 年 7 月 11 日 OPEN!!

鳥取ユニバーサルスポーツセンター　ノバリア鳥取ユニバーサルスポーツセンター　ノバリア鳥取ユニバーサルスポーツセンター　ノバリア鳥取ユニバーサルスポーツセンター　ノバリア

オープニングセレモニーとイベントの様子

感謝状贈呈 利用者メッセージ ノバリア体操 車いすバスケット
ボール体験

ニュースポーツ体験
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館内のご紹介

【スポーツ広場】
様々なニュースポーツ
等にご利用いただけま
す。また、施設備品の
貸出も行っています。

【トレーニングルーム】
有酸素機器や上下肢の機器、
各種トレーニングマシンが設
置されています。それぞれの
障がい特性や目的に応じて、
スタッフがトレーニング指導を
行います。

【マルチルーム】
プロジェクター、スクリーンな
どを備えており、会議や講習
会等にご利用いただけます。
また、1面が鏡張りとなって
おり、ダンスやヨガの練習等
も可能です。【個室更衣室】

【多目的トイレ】

【交流スペース】

【更衣室】

【相談室】
個室となっており、医事相談
や栄養相談などの相談事業や
その他内容に応じ、ご利用い
ただけます。

～ノバリアへのアクセス～ JR 鳥取駅からのアクセス
JR 鳥取駅バスターミナルより 6番乗り場吉
岡線「吉岡」行き
または、5番乗り場湖山鳥大線「鳥大附属校」
行きに乗車
「農協前」バス停で下車

JR 湖山駅からのアクセス
湖山鳥大線「湖山バス停」より、「鳥取駅」
行きに乗車
「農協前」バス停で下車

開館時間　９：００～２０：３０

休 館 日　毎週火曜日
‥ （祝日の場合は翌水曜日）
　　　　　年末年始
‥ （１２／２９～１／３）　　

連 絡 先　電　話：0857-50-1091
　　　　  ‥ファックス：0857-50-1092
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【ノバリアスポーツ教室】
1 基礎スポーツ

2 応用スポーツ①

3 応用スポーツ②

4 ジュニアスポーツ

5 キッズスポーツ

6 ヨガ

7 ダンスⅠリズム編

8 ダンスⅡ振付編

9 予防

10 ストレッチ

11 車いすバスケットボール

12 卓球

13 フライングディスク

14 スポーツチャンバラ

15 卓球バレー

16 ふうせんバレーボール

【他会場のスポーツ教室】

1
東部障がい者水泳教室

場所：鳥取県営鳥取屋内プール

2
中部スポーツ教室

場所：鳥取県立倉吉体育文化会館

3
中部障がい者水泳教室

場所：倉吉市営温水プール

4
西部スポーツ教室

場所：米子サン・アビリティーズ

5
西部障がい者水泳教室

米子市皆生市民プール

スポーツ教室について

　16種類、年間のべ約200回のスポーツ教室を開催し、様々な種目を体験できる機会を提
供しており、障がい者だけでなく健常者の方も参加して、障がいの有無に関わらず皆様にス
ポーツを楽しんでいただきました。また、県内東部・中部・西部の他会場でも教室を実施し
ました。

令和 3年度のスポーツ教室の
詳細は、当協会ホームページ
にてお知らせいたします !

『コーチ達がとても優しく教
えてくれて、とても良い勉強
になります。』
‥ （卓球教室参加者）

『発表会への準備も順調に進んで
います。』

『毎回とても楽しみです。』
『発表会は緊張するけど、踊るの
が楽しいです。』

『Jポップのダンスが踊れるので
楽しいです。』
‥ （ダンス教室参加者）

『みんながいるから楽しく参加すること
ができ、心地良い汗をかけている。』
‥ （予防教室参加者）

スポーツ
教室

参加者の声
予防教室

卓球教室 ダンス教室
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障がい者スポーツ指導者の派遣

UD タクシー等を活用した利用促進

鳥取県障がい者スポーツ協会 NOVARIA チャンネルを開設

　地域へのスポーツ指導者の派遣を行うことにより、障がい者スポーツ実践の場を創出し、共
生社会の実現に寄与することを目的として、地域の小学校や特別支援学校、公民館等へスポー
ツ指導者の派遣を行いました。
　今年度は54件（令和3年2月末現在）、障がい者スポーツ指導員やパラスポーツFunネット人
材を県内の施設等へ派遣しました。
　障がいの程度に合わせた指導を行い、楽しんでスポーツをしてもらえる機会となり、障がい
者スポーツへの理解を深めました。

　ノバリアでのスポーツ教室をご利用の方等を限定に、タクシー料金の補助事業を実施しまし
た。令和2年度は36件36名（令和3年2月末現在）の方が利用されました。

　おうち時間が増え、運動する機会が減ってしまった人や、なかなかスポー
ツをする時間が取れない方たちに向け、自宅でもトレーニングできるよ
う、ソーシャルネットワークサービス「Youtube」にNOVARIAチャンネ
ルを開設しました。
　また、NOVARIAチャンネルにて鳥取ユニバーサルスポーツセンター‥
ノバリアで行っているスポーツ教室や、オリジナルの「ノバリア体操」、
ニュースポーツなど25件（令和3年1月現在）を紹介しています。
　高評価、チャンネル登録お願いします!

ー鳥取ユニバーサルスポーツ
センターノバリアオリジナル
「ノバリア体操」ー

☟ノバリアではこんなこともやっています☟

UDタクシーを利用された方の感想
『自分で運転することが難しく、スポーツ教室に参加す
ることができなかったが、UDタクシーを利用すること
で参加することができた。今までUDタクシーを利用し
たことがなかったが、手順も分かりやすかったので安
心して利用することができた。』

ースポーツ用品紹介編
‥ 「スカットボール」ー

ーおうちでスポーツ編
「タオルでコンディショニング
‥ 上肢編」ー

ースポーツ教室紹介編
‥ 「予防教室」ー
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◆タンデム自転車講習会の開催◆

　障がいのある方でも、健常者と一緒に自転車走行を楽しむことができる、タンデム自転車（2人
乗り自転車）の乗り方講習会を県内3か所で開催しました。
　今年度は新型コロナウイルスの影響もあり、感染拡大防止対策を行っての開催となりましたが、
天候にも恵まれ、参加された皆様からも「視覚に障がいがあり、20年ぶりに自転車に乗ることが
できて嬉しかった」「昨年も参加したが、今回は長い距離を漕ぐことができた」と感想をいただき
ました。

　鳥取県内でタンデム自転車の貸し出しを行っています。
　（東部、中部、西部で各１台設置）
　貸出料金は無料です。ヘルメットもあわせて貸し出します。
　貸出しを希望される方は下記までご連絡ください。

日時 会場

10月17日（土） 10:00 ～11:30 白砂青松の弓ヶ浜サイクリングロード

10月24日（土） 13:30 ～14:30 北栄町大栄ふれあい会館

10月25日（日） 10:00 ～11:00 鳥取自転車道

場所 連絡先

【東部】 鳥取ユニバーサルスポーツセンターノバリア
鳥取市布勢146-1布勢総合運動公園内 0857-50-1091

【中部】 サイクルセンターヨネザワ倉吉店
倉吉市上井369-2 0858-24-6000

【西部】 境港公共マリーナ
境港市新屋町 3458 0859-45-4151

☟タンデム自転車の貸出もできます!☟

（令和3年2月末‥現在）
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◆競技力強化◆

◆韓国江原道との国際交流◆

強化指定選手・団体

アスリートの発掘・育成

医科学サポート

相談事業

　鳥取県から全国、世界で活躍する選手を育成するため、強化指定を行い、今年度は、選
手21名、コーチ18名、4団体が認定されました。

　将来的に世界で活躍する選手を発掘するため、体験会や相談会を開催するほか、特別支
援学校と連携して、日本代表選手の講演会や体力測定等を実施しています。
　今年度は、新規の相談事業から発掘に繋がる働きかけを行いました。

　2013‥年から始まった韓国江原道との国際交流事業は新型コロナウイルスの影響により、今年
度の交流は中止となりました。
　そこで今年度は、平成30年度、令和元年度に交流をした鳥取県FIDバスケットボール連盟の監
督、コーチ、選手の皆さんに協力をいただき、メッセージ動画を撮影し相互にエール交換を行い
ました。
　この様子はYouTubeでも配信予定です。

　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やスポーツ栄養な
どの講演会を行うことによって、医科学面で選手をサポートし、全国、世界で活躍する選
手を育成しています。今年度は、新規の相談事業を開設し、個別のサポートを行いました。

　スポーツに関する健康や栄養、トレーニングに関することなどを、専門家に相談できます。
今年度から月1回、鳥取ユニバーサルスポーツセンターノバリアで実施しました。
【医 事 相 談】スポーツを始める・続けるにあたり体のことや健康に関すること
【栄 養 相 談】スポーツを実施するにあたり栄養に関すること
【トレーニング相談】スポーツを実施するにあたりトレーニングに関すること
【ス ポ ー ツ 相 談】スポーツを始める・続けるための総合的な相談
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◆初級障がい者スポーツ指導員養成講習会の開催◆

◆障がい者スポーツ指導者スキルアップ講習会の開催◆

　令和2年9月19日～ 21日の3日間にわたり（公財）日本障がい者スポーツ協会公認初級障がい
者スポーツ指導員養成講習会を鳥取ユニバーサルスポーツセンターノバリアで開催しました。新
型コロナウイルスの影響もあり、今回は鳥取県内在住・在勤者のみに募集を限定し、9名の受講生
が参加し指導員資格を取得されました。
　受講されました皆様の今後のご活躍を祈念いたします。　

　令和2年12月5日、鳥取県立福祉人材研修センターにて鳥取県障がい者スポーツ指導者スキル
アップ講習会を開催しました。指導者の方20名が受講され、筑波技術大学・中島幸則氏をお招きし、
「聴覚障がいの理解とスポーツ活動について」と題し講義・実技指導を展開して頂きました。
　参加された方からは「閉眼片足立ち等を行い、聴覚障がい者が平衡感覚を苦手とするというこ
とが納得できた。」「眼で横方向の動きを追うことに優れていると知らなかった」と言った感想を
いただき、とても充実した講習会となりました。
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◆パラスポーツFunネット公認研修会の開催◆

◆パラスポーツFunネット 人材バンクの活用◆

　障がいのある方がスポーツを始める・続けていくことをサポートする人材、また一緒にスポー
ツを楽しむ、応援してくれる人材の情報ネットワーク「パラスポーツ Fun ネット」の登録を開始
しました。2025 年までに 500 名の方の登録を目指して（2021 年 1月現在登録者数 188 名）、
今年度は、パラスポーツの普及や理解を深めるための研修会を 9回実施しました。今回はコロナ
ウイルス感染対策も踏まえ、リモートでの研修も取り入れて開催しました。

　「パラスポーツFunネット」の登録者の中から、ノバリア
主催のスポーツ教室やイベントのサポートで、今年度は延べ
87名（2021年2月末現在）の方にご協力いただきました。
　スポーツが好きな人、障がい者スポーツに触れてみたい人

など多くの方に集まっていただき、
障がいのある方へのスポーツの指
導や、誘導などを行っていただき
ました。
　また、人材バンクへの登録も随
時受付しています。詳細はホーム
ページからご覧ください。

研修会 講師

1 パラスポーツの魅力と可能性
令和2年9月19日(土）

髙橋　明　氏
（大阪体育大学　客員教授）

2 車いすユーザー向け機能改善トレーニングの理論と実践
令和2年9月27日(日）

谷野　雅紀　氏
（株式会社 J-workout　取締役 CEO）

3 ふうせんバレーボール審判講習会
令和2年10月4日(日） 鳥取県ふうせんバレーボール協会

4 ボッチャを知ろう！体験しよう!
令和2年10月11日(日） 鳥取県ボッチャ協会

5 車いすスポーツを体験してみよう！
令和2年11月14日(土） 鳥取県車いすバスケットボール協会

6 卓球バレーを知ろう！やってみよう！
令和2年11月15日(日）

堀川　裕二　氏
（日本卓球バレー連盟　副会長）

7 手話とダンスで世界をつなぐ～UDダンスをみんなで作りあげよう！
令和2年12月5日(土）

北村　仁　氏
（手話とダンスで世界をつなぐ UDEJAPAN
代表）

8 重度障がい者のe-スポーツの世界をのぞいてみよう！
令和3年2月21日(日）

引地　晶久　氏
（西部島根医療福祉センター作業療法士）

9 フレームフットボール体験会
令和3年2月28日(日）

網本　さつき　氏
（一般社団法人パラ SC エスペランサ）

Googleフォーム、ホームページから
登録できます。

検索パラスポーツFunネット

第２回研修会第２回研修会
車いすユーザー向け車いすユーザー向け
トレーニングの様子トレーニングの様子

第６回研修会第６回研修会
卓球バレーの様子卓球バレーの様子

第７回研修会第７回研修会
ＵＤダンスの様子ＵＤダンスの様子



10

◆新型コロナウイルスの影響により中止等になった令和2年度の事業◆

スペシャルオリンピックス日本・鳥取のご紹介
<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。
　次回の全国大会は、2022
年に広島県で開催されます。

<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。

検索スペシャルオリンピックス日本・鳥取

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

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9:00 ～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

【連絡先】　　　　　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

　世界的に猛威を振るった新型コロナウイルスの影響により、令和 2年度は下記のイベント・大
会が中止等となりました。楽しみにしていただいていた皆様には大変申し訳ありませんでした。

・令和 2 年度鳥取県障がい者スポーツ強化指定選手・団体 認定証授与式
・第 12 回鳥取県障がい者スポーツ大会兼第 20 回全国障害者スポーツ大会鳥取県選手選考会
・第 20 回全国障害者スポーツ大会団体競技 中国・四国ブロック予選会
・第 32 回鳥取さわやか車いす & 湖山池マラソン大会
・第 20 回全国障害者スポーツ大会
・鳥取県あいサポート・スポーツフェスティバル 2020
　
　1日でも早く新型コロナウイルスが収束し、また皆様と楽しめるイベント等ができることを願っ
ています。
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◆令和3年度鳥取県障がい者スポーツ協会事業計画（予定）◆

令和 3年 11月 6日（土）
鳥取ユニバーサルスポーツセンターノバリア・鳥取県民体育館
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
バッゴー　スカットボール　カローリング　ラダーゲッター
輪投げ　etc

（1）期　　日
（2）会　　場
（3）交流種目

鳥取県あいサポート・スポーツフェスティバル 2021

第 13 回鳥取県障がい者スポーツ大会兼
第 21 回全国障害者スポーツ大会鳥取県選手選考会

第 33 回 鳥取さわやか車いす & 湖山池マラソン大会

（1）期　　日

（2）競技種目

（3）日　　程

令和 3年 5月 15日（土）・16日（日）
アーチェリー・卓球・サウンドテーブルテニス・ボウリング・ボッチャ・水泳・陸上競技・
フライングディスク

令和 3年 9月 12日（日）
鳥取県立布勢総合運動公園
陸上競技場及び湖山池マラソンコース

　※時間等の詳細は後日発表します。

（1）期　　日
（2）会　　場

※種目、コース等の詳細は後日発表します。

<期日> <競技種目> <会　　　　場>

5月15日
（土）

アーチェリー 鳥取市営つづらおアーチェリー場

卓球 鳥取県民体育館

サウンドテーブルテニス 米子市心身障害者福祉センター

ボウリング 鳥取スターボウル

ボッチャ 鳥取ユニバーサルスポーツセンターノバリア

5月16日
（日）

水泳 鳥取県営屋内プール

陸上競技・フライングディスク 鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場
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【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

賛助会員募集のお知らせ

団体名 役員 問 合 せ 先

1 鳥取県車いすバスケットボール協会 会　長　浜崎　晋一
理事長　福永　幸男

682-0946　倉吉市横田 497
電話　090-1359-6488

2 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

680-0003　鳥取市覚寺 398
電話　090-6978-4938

3 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

680-1234　鳥取市河原町北村 367-1
電話　（0858）85-1470（F兼）

4 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

683-0001　米子市皆生温泉 3-18-3
電話　（0859）35-4336

5 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

683-0009　米子市観音寺新町 3-5-9-107
FAX　（0859）30-2563

6 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

683-0001　米子市皆生温泉 3 丁目 18-3 米子市皆生市民プール
電話　（0859）34-6750

7 鳥取パラ陸上競技協会 会　長　山本　　透
事務局　大森　浩至

683-0012　米子市八幡 215-2
電話　（0857）26-1687（F兼）

8 鳥取県障がい者フットベースボール協会 会　長　片山　義継
事務局　山本　康平

689-0206　鳥取市白兎12-1 社会福祉法人あすなろ会 松の聖母学園内
電話　（0857）59-0361

9 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　齋尾　智恵里

689-2212　東伯郡北栄町下種 501
電話　（0858）37-3649

10 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

683-0802　米子市東福原 8-25-18
電話　（0859）34-5089（F兼）

11 鳥取県障がい者ボウリング協会 会　長　島谷　龍司
事務局　上田　玲子

680-0001　鳥取市浜坂 5 丁目 1-1-104
電話　080-1923-8083

12 鳥取県スポーツチャンバラ協会 会　長　中田　利幸
事務局　水田　靖子

682-0002　倉吉市中江 314-16
電話　（0858）26-2291（F兼）

13 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

683-0853　米子市両三柳 2680
電話　090-2000-4403

14 鳥取県障がい者ソフトボール協会 会　長　長坂　則翁
事務局　大森　真一

683-0103　米子市富益町 4660 社会福祉法人 もみの木福祉会内
電話　（0859）28-8470

15 鳥取県 FID バスケットボール連盟 会　長　伊藤　　保
事務局　安田　英子

680-0845　鳥取市富安 2 丁目 102-2 サーパス鳥取駅前弐番館1004
電話　090-6981-7633

16 鳥取県卓球バレー協会 会　長　宮本　聖史
事務局　秋田　眞佐子

680-0947　鳥取市湖山町西 2-147-1
電話　（0857）50-0124

17 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

684-0041　境港市中野町 1929-1 F ＆Y 境港内
電話　080-6524-2126

18 鳥取県ボッチャ協会 会　長　石丸　　知
事務局　小笹　智史

683-0841　米子市上後藤 3-5-1
電話　（0859）29-5351

19 鳥取県障がい者グラウンド・ゴルフ協会 会　長　山㟢　建治
事務局　福永　幸男

682-0946　倉吉市横田 497
電話　090-1359-6488

20 白うさぎ B&G 代　表　川口　　誠 682-0941　倉吉市大谷 1007-4
電話　090-7547-3066

―下記 20団体が加盟しています―

【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
T E L:（0857）50-1071
F A X:（0857）50-1074
E-Mail : torikensyospo@ts-sawayaka.jp

賛助会員募集
の お 願 い

　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。
　そこで、当協会の活動趣旨にご賛同いただける方の会員を募集してい
ます。一人でも多くのご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

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

加 盟 競 技 団 体 紹 介


