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温かい御支援ありがとうございます
当協会は、平成８年設立以来、熊本県内に在住される障が
い者の方々のスポーツ並びに文化の振興を図り、心身の健全
な発達に寄与し、積極的な社会参加を促進して参りました。
熊本県をはじめ、当協会の特別会員である各市町村の皆様
方の御支援により事業の推進が図られてきたものと思ってお
ります。
当協会としては障がい者がより身近な地域でスポーツや文
化に取り組むことができるよう、熊本県や各市町村の支援を
仰ぎながら、各関係団体等と連携し障がい者の支援に努めて
参りたいと思っています。今後とも、会員の皆様の温かい御
支援をいただきますようよろしくお願いいたします。

vol.vol.2323

会員を募集しています
当協会は、スポーツや文化を架け橋として、障がいのある人
もない人も「ともに生きる」社会の実現を目指して取り組んで
参ります。そのためには、多くの皆様の御支援をいただくこと
が何よりです。
心から皆様方の
温かい御支援を
いただきますよ
うお願い申し上
げます。

区　　分 年 会 費

正 会 員
関 係 団 体 １口 10,000円
各サークル １口 10,000円

賛助会員
企業等法人 １口 20,000円
個 人 １口 5,000円

令和２年度 
初級障がい者スポーツ指導員養成講習会
主催：熊本県障害者スポーツ・文化協会　　実施主体：熊本障がい者スポーツ指導者協議会

　令和２年度熊本障がい者スポーツ指導
員養成講習会（初級スポーツ指導員）が
３日間の日程で行われました。新型コロ
ナウイルス感染症のため開催が危ぶまれ
ましたが、20名の参加者があり障がい
者スポーツ指導への熱意が感じられまし
た。本講習を終えられた方は、日本障が
い者スポーツ協会の公認障がい者スポー
ツ指導者（初級）の資格申請ができます。

●障がい者スポーツ指導員ってなに？
障がい者にスポーツ指導を行ったり、その知識を地域に広めて障
がい者スポーツの振興を支える役割を果たします。日本障がい者
スポーツ協会が認定する資格です。
●資格を取るには条件がある？
初級障がい者スポーツ指導員は、満18歳以上の方であれば全国各
地で行われている養成講習会を受講できます。

●初級障がい者スポーツ指導員が主にする仕事は？
障がい者にスポーツ参加のきっかけ作りをしたり、指導を行ったりし
ます。また、地域の大会やスポーツイベントのサポートをします。
●どのような場所で活躍できる？
障がい者のスポーツ施設や養護施設、学校教育や医療関係などさ
まざまな分野での活動が期待できます。
●興味があるけれど、どこに連絡すればいい？
熊本県障がい者スポーツ指導者協議会におたずねください。
詳しくはホームページ https://www.ksssk.jp/ をご覧ください。

いろいろ聞きたいコーナー

令和２年11月28日（土）・29日（日）・12月５日（土）



　令和２年４月26日（日）・５月24日（日）開催予定の第19回くまもと障がい者ポーツ大会は、新型コロナウイルス

感染症拡大防止のため、全日程を中止いたしました。開催を楽しみにされていた選手の皆さんには残念な結果となりま

したが、第20回大会に向けて準備を進めて参りますので、今後ともよろしくご支援を賜りますようお願いいたします。

■参加資格
県内に住所を有する又は県内の施設、学校等に在籍している方で、令和３年４月１日現在13歳以
上であり、
①身体障がいのある方（身体障がい者手帳をお持ちの方）
②知的障がいのある方（療育手帳をお持ちの方又は、取得の対象に準ずる障がいのある方）
③精神障がいのある方（精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方又は、取得の対象に準ずる障が
いのある方）は、卓球競技のみ参加可能

■参加申し込み先
　住民票のある住所又は、施設 学校等の所在地を管轄とする各市町村の障がい者福祉所管課

■日程　※今大会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、規模を縮小しての開催となります。

　令和２年10月24日（土）～ 10月26日（月）に開催予定の大会は、新型コロナ
ウイルス感染拡大に伴い、今秋の開催はしないことになりました。
　昨年、天候悪化のため開催中止となった「いきいき茨城ゆめ大会2019」に続い
て２年連続の全国大会派遣中止で、選手・役員一同落胆も大きく、気持ちも沈みが
ちでしたが、ウイルスという見えない敵が迫っていることも不安でした。
　感染者が増えていく中で、私たちの安心・安全を優先し、感染拡大を防止するた
めに大会延期を英断された大会関係者の方々に感謝いたします。
　延期となった今大会は令和５（2023）年に開催されることになりました。
　次回、第21回大会は三重県で開催されます。

第19回くまもと障がい者スポーツ大会開催中止

第20回くまもと障がい者スポーツ大会
主催：熊本県・熊本市

第20回全国障害者スポーツ大会

開催日 実施競技等 会場（予定）

４月 25日（日）

水泳競技 アクアドームくまもと（熊本市総合屋内プール）

フライングディスク競技 アクアドームくまもと多目的広場

ボッチャ競技 熊本県身体障がい者福祉センター体育館

５月 23日（日）

開会式
熊本県民総合運動公園陸上競技場

陸上競技

ボウリング競技 パスカワールド宇土

卓球競技 熊本県身体障がい者福祉センター体育館

令
和
３
年
度

第19回全国障害者スポーツ大会開催中止のお知らせ
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①名前　②競技　③所属　④コメント
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令和２年度
熊本県パラスポーツ強化指定選手（KPAS）紹介

① 乗
ノリ

松
マツ

　聖
セイ

矢
ヤ

（30） 富
トミ

田
タ

　宇
ウチュウ

宙（31） 藤
フジ

田
タ

　道
ミチ

宣
ノブ

（34） 平
ヒラ

井
イ

　孝
タカ

明
アキ

（39） 垣
カキ

田
タ

　斉
ナリ

明
アキ

（36）

② 車いすラグビー 水泳 車いすフェンシング 柔道 卓球

③ ・SMBC日興證券
・福岡ダンデライオン

・EYJapan 株式会社
・日本体育大学大学院 日本オラクル株式会社 熊本県

視覚障害者柔道連盟 八代市役所

④ 　東京パラリンピック
では必ず金メダルを獲
得できるよう精一杯頑
張ります。応援よろし
くお願いします。

　いつも応援ありがと
うございます。東京パ
ラリンピックでのメダ
ル獲得を目指し邁進し
て参ります。

　一年延期となり、さ
らにパワーアップした
試合をお見せできると
思います。金メダル目
指して頑張ります。

　視覚障害者柔道 60キ
ロ以下級の平井孝明で
す。東京パラリンピック
で優勝できるように、全
力で稽古・トレーニング
していきます。応援よろ
しくお願いします。

　今できることに精一
杯取り組み、必ず東京
パラに出場しメダルを
持ち帰ります。

① 黒
クロ

田
ダ

　智
トモ

成
ナリ

（42） 平
ヒラ

井
イ

　美
ミ

喜
キ

（39） 島
シマ

川
カワ

　慎
シン

一
イチ

（46） 浦
ウラ

田
タ

　理
リ

恵
エ

乗
ノリ

松
マツ

　隆
タカ

由
ユキ

（33）

② ５人制サッカー 車いすバスケットボール 車いすラグビー ゴールボール 車いすラグビー

③ たまハッサーズ
・九州ドルフィン
・ライジングゼファー
　フクオカWheelchair

バークレイズ証券株式会社 シーズアスリート AIGジャパン・
ホールディングズ

④ 　今年こそ勝負の年。
パラリンピックでのメ
ダル獲得に向けて全身
全霊頑張ります。

　１日1日を無駄にせ
ず目標に向かって今年
も頑張っていこうと思
います。

　2001年に代表入りして、
今年で代表歴20年になり
ます。2004年のアテネパ
ラリンピックから4大会連続
出場して前回のリオパラリ
ンピックでようやく銅メダル
を手にしました。これまで
の競技生活の節目として、
東京パラリンピックでは金
メダル獲得を狙います！応
援よろしくお願い致します！

　トライ＆エラーの繰
り返しの先にある価値
と絆を大切に、感謝の
気持ちとともに限界に
挑戦します！

　コロナに負けず、東
京パラリンピック出
場、そして金メダル獲
得を目指します！



スポーツ・文化イベント
Sports & Culture

　こんにちは、熊本ボッチャ協会です。現在、会員登録27名のサークルです。
　活動は、毎月第3土曜日の9時～ 12時まで、熊本県身体障がい者福祉センター体
育館で定期練習を行っています。
　当協会では、主に各種大会に向けての選手育成、強化、更に地域や学校・施設等
へ訪問してボッチャ体験等を実施しています。また、県内の大会向けに協会独自に
審判員の養成講習会を開催しています。
　パラ競技の一つで全国障害者スポーツ大会の正式競技であるボッチャを通じて、
障がいのある方々のスポーツ活動への参加意欲を更に高め、スポーツが日常生活の
形成につながることを目的として活動しております。
　興味がある方は、まず、見学からでもお越しください。お待ちしております。

熊本ボッチャ協会

問合せ先　熊本ボッチャ協会事務局　TEL096-223-0533( 天寿苑内 )　担当：野崎

　新型コロナウイルス感染症対策のため９月６日（日）に阿蘇市農村公園あぴかで開催

予定であった大会を日程変更して行われました。天候にも恵まれ、団体参加30チーム、

個人参加を含め約200名の参加者があり、コロナ禍にあっても皆さんの意欲を感じま

した。

　大会は、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を行い開催されました。

令和２年10月７日（水）開催　　場所：熊本県民総合運動公園スポーツ広場

第17回熊本県障がい者グラウンド・ゴルフ大会

【団体戦】
優　勝　苓北町
準優勝　益城町
３　位　阿蘇市 B

【個人戦】 
優　勝　柿本 武司
準優勝　高瀬 修一
３　位　西　 静雄

　大会当日の天候不順の予報を受け、９月18日（金）に開催予定であった大会

を日程変更して行われました。当日は、天候に恵まれ、熊本県下各市町村よ

り200名を超える参加を得て、無事に大会を終了することが出来ました。新

型コロナウイルスの感染拡大防止のため、自粛生活が続く中ですが、参加さ

れた皆さんは、大いに競技を楽しまれたようです。

　大会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行い開催されました。

令和２年11月13日（金）開催　　場所：熊本県民総合運動公園スポーツ広場

第５回くまもと障がい者ペタンク大会

優　勝　高森町Aチーム
準優勝　菊池市Aチーム
３　位　天草市Aチーム

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため今年度開催中止となった大会

•第28回火の国杯争奪サウンドテーブルテニス大会（R2.8.23）
•第43回火の国杯争奪九州身体障害者アーチェリー大会（R2.9.13）
•第42回火の国杯争奪九州車椅子バスケットボール大会（R2.8.22・23）
•第15回熊本県障がい者オセロ大会（R2.9.22）
•第25回火の国杯争奪グランドソフトボール大会（R2.9.27）
•第39回火の国杯争奪全九州障害者卓球大会（R2.10.18）
•第13回火の国杯争奪卓球バレー大会（R2.11.8）

•第９回火の国杯争奪九州障がい者オセロ大会（R3.3.7）
•第５回火の国杯争奪九州地区知的障がい者フットベースボール
　　　　交流大会（R3.3.14）
•第27回ふれあいピック（R2.10.2）
•第36回くまもと車いすふれあいジョギング大会（R2.10.10）
•熊本県精神障がい者きぼうの家等文化・スポーツ交流事業
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備品借用一覧
熊本県障害者スポーツ・文化協会ではスポーツ用具の貸出を行っています。

品　名 ボッチャ ランプ ペタンク（屋内用） ペタンク（屋外用）

貸出数 ９セット ５本 ５セット 20セット

備　考 バック入５セット
バケツ入 4セット

品　名 フライングディスク
アキュラシーゴール ターボジャブ こん棒 ビーンバック

貸出数 １５台 ４セット 20本 ４セット

備　考 ディスク５セット
※１セット（30枚入） １セット（5本入） １セット（５コ入）

品　名 ソフトボール キーパー バスケ車 レーサー車

貸出数 20 個 ６個 10台 2台

備　考 グローブ 3個
※ソフトボール投げ競技用

容量 15Ｌ入
保冷用

大人用１台
子供用１台
※展示用としてのみの貸出

品　名 ビブス

貸出数 ６色

備　考 赤、紫、青、緑、蛍光黄、
ピンク（各色№ 1～ 10）

●備品借用の場合は、電話かメールで貸出状況を確認してください。
●熊本県障害者スポーツ・文化協会の備品借用申請書に必要事項を記入し提出してくださ
い。（備品借用申請書は、熊本県障害者スポーツ・文化協会ホームページからダウンロー
ドしていただくか、熊本県身体障がい者福祉センター窓口にあります。）

●借用期間は２週間程度です。必要な場合はご相談ください。

車いすトレーニングマシン寄贈
　令和３年１月21日に城東ライオンズクラブ様より、車いす陸上競技の
練習に役立てて欲しいと、熊本県身体障がい者福祉センターへ車いすト
レーニングマシン（レーサー用）１台を寄贈いただきました。有り難うご
ざいました。
　ご利用については、熊本県身体障がい者福祉センターにお問い合わせ
ください。
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熊本県車いす
バスケットボール連盟

担当者：吉田　安志
〒862-0913

熊本市東区尾ノ上1-3-9
電話 096-384-6565（アメックス熊本）
FAX 096-384-6594（アメックス熊本）

熊本県視覚障害者
卓球協会

担当者：如見　剛
〒869-4613

八代市岡町谷川1217
電話 090-4995-3225
FAX ――――――――

熊本県ろう者福祉協会
バレーボール部

担当者：寺尾　賢二郎
〒862-0976

熊本市中央区九品寺3-6-17
電話  ―――――――
FAX 096-362-5300

熊本県身体障害者
卓球協会
（熊本県身体障害者福祉団体連合会内）

担当者：竹田　勉
〒860-0842

熊本市中央区南千反畑町3-7総合福祉センター 1F
熊本県身体障害者福祉団体連合会内

電話 096-354-7371（身障連）
FAX 096-354-4136（身障連）

熊本県車椅子ツイン
バスケットボール連盟

担当者：桒原　泰喜
〒861-1102

合志市須屋2351-34
電話 090-1877-9021
FAX ――――――――

熊本県身体障害者
福祉団体連合会
ゲートボール部

担当者：―――――
〒860-0842

熊本市中央区南千反畑町3-7総合福祉センター 1F
電話 096-354-7371（身障連）
FAX 096-354-4136（身障連）

ソレッソくまもと
知的障がい者
サッカークラブ

担当者：髙木　太郎
〒861-8005

熊本市北区龍田陳内２-11-5
電話 090-4996-7100
FAX ――――――――

身体障害者裏千家
茶道クラブ「もえぎ」

担当者：上門　比冨美
〒862-0924

熊本市中央区帯山1-34-91
電話 096-383-6297（担当者自宅）

FAX ――――――――

身体障がい者
アーチェリークラブ
火の国

担当者：松本　弥生
〒863-0013

天草市今釜新町3604 コーポ辻本白和A
電話 0969-23-4630（担当者自宅）
FAX 0969-23-4630（担当者自宅）

熊本障がい者
陸上競技協会

担当者：中尾　直道
〒869-8084

熊本市北区清水岩倉2-10-15
電話 090-4483-8048
FAX ――――――――

熊本県障害者
フライングディスク
愛好会

担当者：加来　道男
〒866-0873

八代市横手町1738-1
電話 090-5724-3383
FAX ――――――――

アール・ブリュット・
パートナーズ熊本

担当者：三浦　貴子
〒861-0551

山鹿市津留2022
電話 0968-43-2771（愛隣館）
FAX 0968-43-2793（愛隣館）

熊本県車いす陸上
競技連盟

担当者：岩下　美紀
〒862-0913

熊本市東区尾ノ上1-3-9
電話 080-4135-0961

FAX 096-384-6594（アメックス熊本）

熊本県グランド
ソフトボール協会

担当者：竹林　淳
〒862-0911

熊本市東区健軍3-25-11-401
電話 090-1347-2837
FAX ――――――――

熊本県視覚障害者
柔道連盟

担当者：石坂　啓
〒862-0920

熊本市東区月出2-6-50-209
電話 096-383-6086（担当者自宅）

FAX ――――――――

熊本県ろう者福祉協会
ソフトボール部

担当者：神吉　誠
〒860-0815

熊本市中央区春竹町春竹496-204
電話  ―――――――
FAX 096-364-8724

熊本ホエールズ

担当者：南　祥太
〒869-1103

菊池郡菊陽町久保田2006
電話 090-4981-6588

FAX 096-232-0619（担当者自宅）

熊本車いすテニス
クラブ

担当者：塚本　直子
〒864-0011

荒尾市下井手1546
電話 090-3321-0890
FAX ――――――――

熊本県身体障害者
福祉団体連合会
グランド・ゴルフ部

担当者：―――――
〒860-0842

熊本市中央区南千反畑町3-7総合福祉センター 1F
電話 096-354-7371（身障連）
FAX 096-354-4136（身障連）

熊本DEAFクラブ

担当者：黒木　健
〒861-2107

熊本市東区秋津新町1-10
電話  ―――――――

FAX 096-365-2751（担当者自宅）

熊本卓球バレー協会

担当者：菊本　和幸
〒869-0072

熊本市西区花園5-11-22-501
電話 090-8395-3742
FAX 096-354-0325

熊本ボッチャ協会

担当者：辻　啓司
〒861-0551

山鹿市津留2041-1
電話 0968-43-4943（愛隣倶楽部）
FAX 0968-43-9122（愛隣倶楽部）

熊本障がい者
フットベースボール協会

担当者：村上　学
〒861-5512

熊本市北区梶尾町1379-3
電話 090-9471-9000

FAX 096-245-3399（ケア・ハピネス内）

熊本精神障がい者
フットサル協会

担当者：湯原　徹
〒861-2233

上益城郡益城町馬水123
電話 096-286-5111（益城病院コスモ内）

FAX ――――――――
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サークル会員を募集しています ～直接、団体の各担当者にお問い合わせ下さい～
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