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サテライトオープンイベント「つなぐヨガ」東部会場 山縣選手・高野コーチによる「陸上クリニック」

▼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　後‥藤　裕‥明
ご あ い さ つご あ い さ つ

　・令和３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（４月）
　・第２１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（５～６月）
　・第３３回鳥取さわやか車いす＆湖山池マラソン大会（９月）
　・第２１回全国障害者スポーツ大会（１０月）

新型コロナウイルスの影響により中止になった令和３年度の事業

　残念ながら上記の事業を行うことは出来ませんでしたが、今後も鳥取ユニバーサルスポー
ツセンターノバリアでのイベントやスポーツ教室等、皆様に楽しんでいただける催しも計画
しています。
　ホームページやＳＮＳ等でぜひチェックしてみてください！

　大谷喜博会長の後任として昨年７月に障がい者スポーツ協会会長に就任しました
後藤裕明です。誠に力不足でありますが、関係の皆様方と一緒に「知恵と工夫と
汗」を出して本県の障がい者スポーツの振興のために全力を尽くしたいと思います。‥
　私は７年間鳥取県スポーツ協会専務理事として、その前４年間は鳥取県立鳥
取聾学校校長として勤務しました。この経験を活かし、本協会では率先垂範を
モットーに人とのつながりを大切に、直接現場に足を運んで色々なスポーツを
見て触れて、皆様の言葉に耳を傾けながら、前例踏襲にとらわれることなく、良
いことは進んで行い前向きに仕事をするように努力していきたいと思います。‥
　令和３年もコロナ禍で、十分なスポーツ行事等が開催されず、全国障害者ス
ポーツ大会も３年連続中止となり、準備をしていた選手・監督の皆様は落胆され
たことでしょう。そのような中でも２０２０東京オリンピック・パラリンピッ
クが開催され、本県から安野選手が出場し県民に夢や希望を与えてくれました。‥
　これを機会に皆様にパラスポーツに興味・関心を持っていただき、さらに普及・
発展・推進していくことが重要です。お陰様でヤマタスポーツパーク内に一昨年７
月にオープンした障がい者スポーツの拠点施設「ノバリア」においては、昨年延べ
１５，０００人の利用があり今年も順調に増加しています。さらに昨年７月中・西部に
サテライトセンターをオープンしたことにより、県下一円で気軽にスポーツを体験で
きる環境が整いました。今後、益々スポーツに親しむ人が増えることを期待しています。‥
　最後に加盟団体を中心に県の関係各課、県・市町村スポーツ（体育）協会、各市町
村等との連携強化を図りながら、皆様方に親しまれる障がい者スポーツ協会を運営し
ていきたいと考えていますので引き続きよろしくお願いします。



Googleフォーム、ホーム
ページから登録できます。

検索スポーツFUNネット
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ノバリア中・西部サテライト施設がオープンしました

秋田　啓選手　特別講演を開催しました

　ノバリアの機能を全県に広げるため、県内中・西部にサテライトセンターをオープン
しました。サテライトセンターではノバリアと同様、定期的なスポーツ教室や相談事
業などを行っていきます。オープン記念イベントとして 7月 3日に「つなぐ YOGA」
を開催し、全県合わせ 80名が、オンラインで各施設をつなぎ、ヨガ、顔ヨガを楽しみ
ました。

　10月17日、東京2020パラリンピックで銀メダリストである、男子車いすバスケッ
トボール代表の秋田啓選手が来県され、特別講演会と車いすバスケットボール体験会
を行いました。
前半の講演会では、秋田選手がけがを負われてから車いすバスケットボールに出会う
まで、またパラリンピックを終え、今後の目標などについてお話いただ
きました。後半の体験会では秋田選手のスピード、迫力のあるプレイに
魅了されながら、みんなでバスケットボールを楽しみました。
　初めてみるメダリストに、参加者もとても盛り上がった 1日となりま
した。秋田選手、ありがとうございました !

参加者手作りの看板

オンラインでヨガ体験

中部サテライトセンター 西部サテライトセンター
会場：倉吉スポーツセンター
　　　（倉吉市葵町 591-1)

会場：米子サン・アビリティーズ
　　　（米子市皆生 3丁目 16-20)

運営：ミズノ株式会社 運営：社会福祉法人養和会
事業内容
・スポーツ教室（年間 40回程度）
　　①ボッチャ、ペタンク教室
　　②ジュニアスポーツ教室
　　③卓球バレー教室
　　④グラウンドゴルフ教室　等

事業内容
・スポーツ教室（年間 100回程度）
　　①ダンス／ヨガ教室
　　②アクアスポーツ教室（カヌー/ボート）
　　③競技スポーツ教室
　　④レクリエーションスポーツ　等
・指導員派遣

秋田　啓　選手

　障がい者スポーツに触れるきっかけづくり、障がい者スポーツへの理解を深める取組みの一貫として、ス
ポーツ FUNネット研修を行いました。これにより 245 名（令和 4年 1月末現在）の方が現在スポーツ
FUNネットワークに登録され、今年度は述べ 230 名（令和 4年 1月末現在）の方がサポーターとして障
がい者スポーツのサポートを行っていただきました。
今年度のＦＵＮネット研修

期日・内容 講師

第1回 令和３年７月２４日
ボッチャを知ろう！体験しよう！ 鳥取県ボッチャ協会

第2回 令和３年９月18日（令和３年11月14日に延期）
パラスポーツの魅力と可能性

髙橋‥明‥氏
（大阪体育大学‥客員教授）

第3/4回
※中止

令和３年９月２５日 /２６日
障がい者のｅスポーツの世界をのぞいてみよう！

引地‥晶久‥氏
（一般社団法人‥できわかクリエイターズ）

第5回
令和３年１０月１７日
車いすバスケットボール‥秋田啓選手
特別講演会＆体験会

秋田　啓‥氏
（あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）

第 6回 令和３年１２月５日
車いすバスケットボール体験会 鳥取県車いすバスケットボール協会

第 7/8 回
令和３年１２月１１日 /１２日
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～

北村　仁‥氏
（手話とダンスで世界をつなぐ）

第 9回
（予定）

令和４年３月１２日
車いすラグビー‥池秀暢選手　講演会＆体験会

池　秀暢‥氏
（日興アセットマネジメント株式会社）

第 10回
（予定）

令和４年３月１９日
パラクライミング体験会

小林‥幸一郎‥氏（NPO法人モンキーマジック）
大内　秀之‥氏（一般社団法人フォースタート）

スポーツＦＵＮネット公認研修会の開催

第７/８回　ＵＤダンス

第１回　ボッチャ体験
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　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、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35件（令和4年1月現在）を紹介しています。
　高評価、チャンネル登録よろしくお願いします!

令和3年度、ノバリア内外において以下の教室を実施しました。
【ノバリアでの教室】

①週末応用スポーツ教室 ⑩ジュニアスポーツ教室 ⑲スポーツチャンバラ教室
②レクリエーションスポーツ教室 ⑪ダンスリズム教室 ⑳フライングディスク教室
③応用スポーツ教室 ⑫ダンス振付教室 ㉑インクルーシブサッカー教室
④姿勢改善教室 ⑬ヨガ上級者教室 ㉒卓球教室Ⅱ
⑤ひざ痛・腰痛予防教室 ⑭ヨガ初心者教室 ㉓ボッチャ教室
⑥ウォーキングダイエット教室 ⑮ダンスキッズ教室 ㉔車いすスポーツ教室
⑦トレーニング教室 ⑯ブラインドスポーツ教室 ㉕ふうせんバレーボール教室
⑧ストレッチ教室 ⑰グラウンド・ゴルフ教室 ㉖卓球バレー教室
⑨キッズ教室 ⑱卓球教室Ⅰ

令和 4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！

【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

【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

【連絡先】
TEL：0857－50－1091
FAX：0857－50－1092
E-mail：tottori-novaria@ts-sawayaka.jp

【開館時間】9：30 ～ 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）

スポーツ教室について

鳥取県障がい者スポーツ協会NOVARIAチャンネル

ノバリアへのアクセス・連絡先

【外部施設や屋外でのスポーツ教室】
①東部障がい者水泳教室（鳥取県営鳥取屋内プール）
②東部障がい者スポーツ湖山教室（鳥取県立障がい者体育センター）
③東部障がい者スポーツ岩美教室（岩美町本庄体育館）
④中部スポーツ教室（鳥取県立倉吉体育文化会館）
⑤中部障がい者水泳教室（倉吉市営温水プール）
⑥西部スポーツ教室（米子サン・アビリティーズ）
⑦西部障がい者水泳教室（米子市皆生市民プール）
⑧障がい者サーフィン教室（青谷・岩美）
⑨スノースポーツ体験教室（わかさ氷ノ山スキー場）
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＜卓球＞
（一般卓球）

6 月 5 日（土）
鳥取県立鳥取県民体育館

＜水泳＞
5 月 23 日（日）

鳥取県営鳥取屋内プール

＜ボッチャ＞
6 月 5 日（土）

米子サン・アビリティーズ

＜フライングディスク＞
6 月 6 日（日）

東郷湖羽合臨海公園
ハワイ夢広場

＜ボウリング＞
6 月 5 日（土）

鳥取スターボウル

＜卓球＞
（サウンドテーブルテニス）

6 月 5 日（土）
米子市心身障害者福祉

センター

＜陸上＞
6 月 13 日（日）

どらドラパーク陸上競技場

　5月・6月にかけて、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
県選手選考会を開催しました。新型コロナウイル
スの影響により、一部日程・会場を変更しましたが、
県内各地から119名の方にご参加頂きました。
　選手、関係者の皆様お疲れ様でした。

　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。
　また、令和3年4月に鳥取県内の公道走行が解禁されたことにともない、「タンデム自転車パ
イロット養成講習会」も開催し、障がいに応じた対応を学んでいただくなど共生社会の推進に
向けた充実した講習会となりました。

【タンデム自転車乗り方講習会】
日時：10月2日（土）午前9時～ 12時
会場：白砂青松の弓ヶ浜サイクリングロード
日時：10月9日（土）午前9時～ 12時
会場：一般県道倉吉東郷自転車道
日時：10月10日（日）午前9時～ 12時
会場：一般県道鳥取河原自転車道

【タンデム自転車パイロット養成講習会】
日時：6月26日（土）午前9時～ 12時
会場：境夢みなとターミナル～境港市内

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 0857-50-1091

中部 サイクルセンターヨネザワ倉吉店 0858-24-6000

西部 夢みなとレンタサイクル 0859-30-2007

県内 3カ所にて、タンデム自転車の無料貸出を行っています。
貸出を希望される方は下記までご連絡ください。

第 13 回鳥取県障がい者スポーツ大会の開催

タンデム自転車講習会の開催
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オリンピック聖火リレー

パラリンピック聖火リレー

　5月21日（金）・22日（土）にかけて、鳥取県内において東京2020オリンピック聖火リレーが行わ
れました。初日となった5月21日（金）の最終走者として、共生社会とっとり「チームあいサポート」
がグループランナーを務め、障がいのある選手や外国人、障がい者スポーツ指導員、あいサポートメッ
センジャーなどが一つのチームとなって聖火を繋ぎました。　

　8月16日に鳥取県倉吉市内にてパラリンピックの聖火出立式が行われました。その後、立岡ほたる
さんが鳥取県代表の聖火ランナーとして、東京都内での点火セレモニーに参加されました。

東京2020

立岡　ほたる（県代表聖火ランナー）
　今回、鳥取県の代表としてパラリンピックの聖火リレーに参加
させて頂きありがとうございました。この聖火リレーに関わらせ
て頂いたことで、多くの方々の思いや様々な活動などを知ること
ができ、コロナ禍で思うように活動が出来なかった私には良い刺
激となりました。
　コロナの感染拡大が収まらない中、東京での聖火リレー参加は
正直迷う事もありましたが、実際に火のついた聖火を持って走る
事で自分も東京パラリンピックに関わる事が出来たと嬉しく思い
ました。
　しかし、私は選手としてパラリンピックに関わりたいという気
持ちも同時に強くなりました。今の目標は、パリパラリンピック

に車いすバスケットボール選手として出場する事です。
　聖火リレーを通して経験した事・感じた事を大切に、
これからも練習に励んでいきたいと思います。
貴重な経験をさせて頂きありがとうございました。

聖火をつなぐ「トーチキス」

無事に聖火が繋がれました

聖火台へ火が灯ります

共生社会とっとり「チームあいサポート」のランナー

東京会場にて

鳥取県内での出立式
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国際大会 参加報告  東京2020パラリンピック競技大会
　2021年8月24日から9月5日まで、東京2020パラリンピック競技大会が開催されました。新型
コロナウイルスの影響により1年延期となった開催でしたが、56年振りの自国開催である今大会に、
鳥取県からも安野祐平選手（鳥取パラ陸上競技協会）が陸上競技に出場されました。また当協会からも、
2名の職員が日本代表スタッフとして参加し、選手・大会を支えました。

安野　祐平　選手（陸上競技　100 ｍ　T33）
　東京2020パラリンピック陸上男子T33クラス100mに出場しました。目標に
していた自国開催のパラリンピックに出場できたことは、うれしさで胸が高鳴り
ました。と同時に今までの国内大会には無い大きなプレッシャーも感じました。
　試合は残念ながら５位でメダルには手が届きませんでした。しかしながら、外
国人選手の速さを肌で感じる事が出来、自分の力不足を痛感しました。コロナ禍
の中での無観客のスタンドは残念でしたが、夢の舞台で大きな感動を味わうこと
ができました。
　これからも国際大会は続きます。パラリンピック出場で得た感動と落胆を糧に
自己ベストの更新を目指し大会への参加が出来るよう頑張りたいと思います。
　最後に新型コロナがまん延する状況でパラリンピック開催にご尽力いただいた
関係者の方々に感謝するとともにお礼申し上げます。

山下　忍（陸上競技　コーチ）
　　東京パラリンピックでは、陸上競技日本チームのコーチとして参加しまし
た。コロナ禍において長期の合宿を実施することが難しい中、なんとか選手の
モチベーション、スキルが落ちないようにと細心の注意を払いながら選手との
コミュニケーションを第一に延期した１年を含め５年間過ごしてきました。
　私は、車いすのトラック競技・マラソン競技の選手と東京パラリンピックか
ら新種目として入ったユニバーサルリレーチームを担当し、結果は金メダル２個、銀メダル１個、銅
メダル３個、入賞５と狙っていた競技で全て取得することができました。選手は全員ベストパフォー
マンスを発揮してくれ、私にとって初めてのパラリンピックは最高の経験となりました。この経験を
活かし更にステップアップできるようパリに向けて選手と共に頑張っていきたいと思います。また、
選手発掘を含め地元での活動もより力を入れていきたいと思います。
　最後に今まで私を支えて頂いた全ての皆様、そして、コロナ禍において東京２０２０オリンピック・
パラリンピックの開催にご尽力いただきました皆様に感謝を申し上げます。ありがとうございました。

檜山　恵理（女子車いすバスケットボール　トレーナー）
　この度は女子車いすバスケットボール代表チームのトレーナーとして東京2020
パラリンピック競技大会に帯同致しました。チーム内では主に選手のフィジカル面
（トレーニングやコンディショニング等）を担当しました。6位という結果はチー
ムの目標として届かず、悔しい思いも各々持っていますが、ここからさらにチーム
が次の目標に向かい強くなるよう、自分自身のスキル向上や、次世代への引継など
に努めたいと思います。さらには、今大会を通じて多くの方に車いすバスケットボー
ルを観戦していただき、たくさんの応援をいただきました。この熱を絶やすことな
く、今後も車いすバスケットボールはもちろん、障がい者スポーツの普及や強化を
継続していければと思います。
　最後に、このような状況下で大会が開催できたこと、そして大会を通
して支えてくださった運営スタッフ、関係者の皆様、ボランティアの皆
様に大変感謝しております。ありがとうございました。

選手村にて

レース後の取材

試合会場にて

担当競技のメダリストと



8

強化指定選手・団体
　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 14名、コーチ 13名、4団体が認定され
ました。

次代を担うアスリートの発掘・育成
　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、陸上競技日本代表のアスリート・
コーチを招き、講習会（陸上クリニック）を開
催しました。

県立特別支援学校部活動支援事業
　特別支援学校の部活動強化を通じて、ス
ポーツを通じた体力の維持・向上を図り、自
立と社会参加の促進への寄与を目指していま
す。今年度は、４校 13部を指定しました。

相談事業
　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。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

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、
ノバリアにて個別の相談事業や栄養講習会
を実施しました。

陸上クリニックを開催しました陸上クリニックを開催しました
　12月11日（土）鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場にて、東京
2020オリンピック陸上競技日本代表の山縣亮太選手と、山縣選手
のコーチであり東京2020パラリンピック陸上競技ユニバーサルリ
レー監督の高野大樹コーチを講師としてお招きし、「陸上クリニック」
を開催しました。県内から36名の選手・指導者が参加し、速く走る
ためのコツや心構えを教えて頂きました。
　参加者は、山縣選手・高野コーチからゴムチューブやハードルを
使った体の使い方や姿勢を学び、最後の質疑応答では、「目線をゴー
ルに向けてまっすぐに走ること」とアドバイスを頂きました。6月
の布勢スプリントで9"95の日本新記録を樹立した山縣選手から直

接指導を受けることができ、大盛況のクリニックとなり
ました。
　山縣選手、高野コーチ本当にありがとうございました。

競技力向上対策事業

高野コーチによるストレッチ指導

山縣選手のトレーニング実演

参加者との記念撮影



実技「卓球バレー」

県外講師とのオンライン講義グループワーク 実技「ボッチャ」

視覚障がいの色覚の必要性の確認

視野狭窄の見え方の確認中 ビニール袋を用いての視力検査 アイマスクをしての歩行練習

9

　令和3年9月19日、20日、11月14日の3日間にわた
り、公益財団法人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。
　台風の影響により一部日程を変更した開催となりました
が、10名の受講生が指導員資格を取得されました。講義、
実技をご担当いただいた先生方、ありがとうございました。
　また、受講生の皆様は今後地域でのスポーツ活動で活躍
されることを応援しております。

　12月4日に米子サン・アビリティーズで、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。
　今年度はひょうご障害者スポーツ指導者協議会理事の細川健一
郎先生をお招きし、「視覚障がいの理解とスポーツ活動について
～明日からできるコーチング法～」と題して講義、実技を行いま
した。20名の参加者からは「見えない＝視覚障がいではない」「日
頃、視覚障がい者と関わっているが、言葉、比

ひ
喩
ゆ
、オノマトペが

どれだけ大切か実感したので是非生かしたい」と言った感想をい
ただき、講義・実技を通して理解を深められました。
　細川先生、貴重な講演ありがとうございました。

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
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「鳥取こどもみらいろ応援団」プロジェクト　スポーツ用品贈呈

「ごうぎん夏のドリームキャンペーン」寄付金贈呈

本協会への寄付・助成等について

　山陰合同銀行で令和3年6月16日から‥
9月30日まで実施された「ごうぎん夏のド
リームキャンペーン」において、定期預金総
額の0.01%が山陰両県の障がい者スポーツ
協会へ寄付されました。当協会では、11月
26日（金）に鳥取ユニバーサルスポーツセン
ターノバリアにて贈呈式が行われ、464,654
円を寄付して頂きました。
　この寄付金は、「する人」「見る人」「支え
る人」全てがスポーツを楽しむことができる
共生社会実現のため、各関係団体のために役
立たせて頂きます。山陰合同銀行様、ありが
とうございました。

目録の贈呈 記念撮影

開会前の対談 頂いた贈呈書と目録

　県朝日会と朝日新聞鳥取総局が中心となって進
めている、教育分野への活動を支援するプロジェ
クト「鳥取こどもみらいろ応援団」の一環として、
当協会にスポーツ用品を寄付して頂きました。12
月24日（金）に鳥取ユニバーサルスポーツセンター
ノバリアにて贈呈式が行われ、ラダーゲッター

などのニュースポーツ用具やトレーニ
ング器具を寄付して頂きました。
　このスポーツ用品を活用し、ノバ
リア利用者やスポーツ教室、また地
域での普及等を通じて、当協会の活
動に役立てたいと思います。県朝日
会様、ありがとうございました。

　赤い羽根共同募金の全国キャンペーンとして、社会福祉法人鳥取県共同
募金会から助成を受け、障がい者のスポーツ団体の育成事業を行いました。
この助成により、新型コロナウイルス感染を予防し、障がい者スポーツ団
体の安心安全なスポーツ活動をサポートするため、８月に加盟競技団体へ
マスク・消毒液・体温計を配布しました。
　想定外の新型コロナウイルス感染拡大で、通常の運営費では賄えない感
染対策グッズの提供により、少しでもより安心安全な活動環境を確保する
ことが出来たと思います。鳥取県共同募金会様、ありがとうございました。感染対策グッズの一例

赤い羽根　新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キャンペーン

頂いたスポーツ用品

贈呈式前の対談

贈呈式前の対談

記念撮影
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＜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。

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

スペシャルオリンピックス日本・鳥取のご紹介

検索スペシャルオリンピックス日本・鳥取

【　連　絡　先　】

〒 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
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

令和４年度鳥取県障がい者スポーツ協会事業計画（予定）

第 14回鳥取県障がい者スポーツ大会
兼第 22回全国障害者スポーツ大会鳥取県選手選考会

（1）期　　日　令和 4 年 5 月 21 日（土）・22 日（日）・28 日（土）・29 日（日）
（2）実施種目　陸上競技・水泳・卓球（サウンドテーブルテニス含む）・アーチェリー・ボウリング
　　　　　　　  フライングディスク・ボッチャ　　　　　　　　※会場等の詳細は後日発表します。

第 34回鳥取さわやか車いす＆湖山池マラソン大会
（1）期　　日　令和 4 年 9 月 11 日（日）
（2）会　　場　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
　　　　　　　※種目、コース等の詳細は後日発表します。

鳥取県あいサポート・スポーツフェスティバル 2022
（1）期　　日　令和 4 年 11 月 5 日（土）
（2）会　　場　鳥取ユニバーサルスポーツセンターノバリア
（3）交流種目　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・バッゴー
                      羽根っこゲーム・スカットボール・輪投げ・カローリング・ラダーゲッター　など
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会員紹介

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 福永方
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 会　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（FA X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

683-0008　米子市車尾南１丁目 1-28
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　090-7504-2348

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（FA X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（FA X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　森田　寿子

680-0947　鳥取市湖山町西 2-147-1
電話　080-1903-4745

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　（0859）42-1121

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 福永方
電話　090-1359-6488

20 鳥取県ブラインドマラソン協会白うさぎ B&G 代　表　川口　　誠 682-0941　倉吉市大谷 1007-4
電話　090-7547-3066

21 鳥取県車いすツインバスケットボール協会 会　長　永田　浩二
理事長　濱橋　　崇

680-0941　鳥取市湖山町北 1 丁目 278 番地
電話　080-1903-2243

22 社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会 会　長　藤井　喜臣 689-0201　鳥取市伏野 1729-5
電話　（0857）59-6331

22 団体が正会員として加盟されています。（令和 4年 3月現在）

賛助会員募集のお願い

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

　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
ける方の賛助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。


