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岡山県障害者スポーツ大会20回記念動画配信のお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、競技大会及び行事が中止・延期になりました。

手話を使ったダンスパフォーマンスで、歌って踊る「　  みんなで咲かそうパプリカの花　  」動画配信しています。
岡山県障害者スポーツ協会ホームページへアクセスしてください。http://www.okayama-shouspo.com/
【動画制作にご協力下さった皆様方】
・三球会（卓球）
・サンシャイン岡山（バレーボール）  ・岡山シーガルズ ・環太平洋大学
・岡山ライジングサン（フライングディスク） ・パラコレ ・岡山県立岡山聾学校
・CLUBつつじ（バレーボール） ・トライフープ岡山 ・岡山県立岡山盲学校
・岡山桃太郎（軟式野球） ・岡山県スポーツ協会 ・岡山県立岡山支援学校
・岡山デビルバスターズ（ブラインドサッカー） ・認定NPO法人Ｈearts of Gold  ・岡山県聴覚障害者福祉協会
・WBCウインディア（車いすバスケットボール） ・GROP SINCERITE WORLD－AC ・岡山県聴覚障害者センター

★第33回岡山県吉備高原車いすふれあいロードレース・・・・・・・・・・・中止　・・
★第20回全国障害者スポーツ大会（燃ゆる感動かごしま大会）・・・・・・・・延期　・
★第20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）・・・中止

 ＜予選会競技種目＞
・バスケットボール  （知的）・バレーボール（知的、聴覚、精神）・ソフトボール（知的）・サッカー（知的）
・フットベースボール（知的）・車いすバスケットボール（身体） ・グランドソフトボール（視覚）
★岡山県障がい者スポーツ指導員（初級）養成講習会（令和２年度）・・・・・・中止
★令和２年度障害者スポーツ教室（全日程）・・・・・・・・・・・・・・・・中止

・陸上競技 ・水泳 ・卓球 ・フライングディスク ・レクリェーション ・車いす陸上 ・車いすバスケットボール ・ボッチャ
・バスケットボール ・サッカー ・バレーボール ・ソフトボール ・フットベースボール ・電動車いすサッカー
・フロアバレーボール・アーチェリー・グランドソフトボール　※令和2年度：令和2年4月1日～令和3年3月31日の期間

令和2年4月25日からの開催を予定していた「第20回岡山県障害者スポーツ大会」は、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため７月までに開催の競技が中止となりました。

今年度は節目の20回記念大会として、2020東京オリンピック応援ソングである「パプリカ」を題材に各
クラブチーム及び施設ごとに歌って踊る映像を、開会式当日に岡山県総合グラウンド陸上競技場設置の大型ビ
ジョンで上映し、大会を盛り上げる予定でしたが、残念ながら実施には至りませんでした。今後については、
一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息を祈りつつ、次年度の大会に向けて準備を進めたいと思っています。

＊岡山県障害者スポーツ協会だより＊

第41号　発行日■令和２年（2020年）8月

団　　体　　名 団　　体　　名 団　　体　　名

１ ㈱アール・ケア 19 岡山県町村議会議長会 37 ㈱田中商会

２ （一財）安全交通試験研究センター 20 （一社）岡山県手をつなぐ育成会 38 玉野ライオンズクラブ

3 ㈲ウィルパワー 21 岡山県農業協同組合中央会 39 ㈱チヂキ

４ ＭＳ中国㈱岡山支店 22 ㈻加計学園 40 （医）天和会　松田病院

５ （福）江原恵明会 23 笠岡信用組合 41 東海電機㈱

６ （公財）OHKスポーツ振興財団 24 ㈻川崎学園 42 ㈱トヨタレンタリース岡山

７ （公社）岡山県医師会 25 吉備信用金庫 43 内海工業㈱

８ （福）岡山県共同募金会 26 （公財）大原記念倉敷中央医療機構 44 ナカシマホールディングス㈱

９ （一社）岡山県銀行協会 27 ㈱研美社 45 （一社）日本自動車販売協会連合会岡山県支部

10 岡山県経済団体連絡協議会 28 ㈱コンダ 46 橋本義肢製作㈱

11 （一社）岡山県歯科医師会 29 ㈱山陽マルナカ 47 パナソニック吉備㈱

12 岡山県商工会議所連合会 30 ㈱サンラヴィアン 48 前原治療院

13 （公財）岡山県身体障害者福祉連合会 31 三和食品㈱ 49 真庭ライオンズクラブ

14 岡山県信用金庫協会 32 （公財）慈圭会　慈圭病院 50 丸五ゴム工業㈱

15 岡山ダイハツ販売㈱ 33 ㈱仕事 51 三国工業㈱

16 （一社）岡山県タクシー協会 34 柴田治療院 52 ㈱メディーズ

17 岡山トヨタ自動車㈱ 35 大善㈱ 53 モリマシナリー㈱

18 岡山県知的障害者福祉協会 36 （一社）生命保険協会岡山県協会 54 ㈱山下体育社

（R2.3.31現在）　敬称略・順不同

岡山県障害者スポーツ協会
〒700-0807　岡山市北区南方2-13-1　岡山県福祉相談センター内
TEL：086-235-4075　FAX：086-235-4088

E-mail  shouspo@okayama-shouspo.com
協会ホームページ  http://www.okayama-shouspo.com/ 『岡山県障害者スポーツ協会』

※大会や講習会の情報は、当協会ホームページをご覧下さい。
※視覚に障害のある方で、カセットテープ版またはデイジー版を希望される方は、当協会までご連絡ください。

　●ご支援ありがとうございました●

当協会では、障害者スポーツを振興するため、皆様からのご寄付・助成金を元に、講習会や普及
活動等、各種事業を行っています。ご寄付のお申し出についてはお気軽にお問い合わせください。

令和元年度は、次の皆さまから当協会にご寄付・助成金をいただきました。
心よりお礼申し上げます。

この機関誌は共同募金の配分金によって発行しています。

ⓒ 岡山県「ももっち」

ⓒ 岡山県「ももっち・うらっち」

ⓒ 岡山県「ももっち」ⓒ 岡山県「ももっち・うらっち」



当協会では、施設、学校、地域でのレクリェーション活動や運動などを対象に、無料でスポーツ用具の貸し
出しを行っています。下記、用具一覧を確認の上、お問い合わせください。

　【貸し出し可能な用具一覧】
・フライングディスク競技用具
　（ゴール、ディスク他）
・ボッチャ（ボール他）
・卓球（ラケット、ボール）
・卓球バレー用具
　（ラケット、ボール）
・サウンドテーブルテニス
　（ラケット、ボール）
・陸上競技用具
　（ターボジャブ、ソフトボール、ビーンバッグ、スラローム等）

※借用申請書は当協会ホームページからダウンロード出来ます。

ボッチャ競技について

３２

スポーツ用具貸し出しについて

㈱山陽マルナカ様のご協力で、岡山県障がい者スポーツ紹介パネル展示が行われました。
この展示は、㈱山陽マルナカ様が障害者スポーツの普及活動の一環として取り組みをされたものです。
今後についても、随時開催を検討していく予定と伺っています。
開催場所：山陽マルナカ下中野店（７月３日～７月12日）、山陽マルナカ美作店（７月18日～７月27日）

【山陽マルナカ下中野店】（２階屋上駐車場出入口）

【山陽マルナカ美作店】（１階フードコート）

お客さまのアンケートからメッセージ（抜粋）
★パネル展示の感想を教えてください。
・障害のある方々が、持てる力を発揮しようとしている姿に感動しました。
・障がい者スポーツのルールがいろいろ工夫されていることがわかり、競技として成立されていることが
すごいと思いました。
・いろいろな活動があると感じました。機会があったら是非、見てみたいと思いました。
・このパネル展示、素晴らしい取り組みと思います。
　これからも是非、たくさん紹介してください。
★障がい者スポーツに取り組まれている皆さんへメッセージをお願いします。
・コロナの影響で練習もままならないかもしれませんが、頑張ってください。
・体調とかの面もあり、大変でしょうがこれからも頑張ってください。
・パワーをもらえるので、頑張ってください。応援しています。

岡山県障がい者スポーツ紹介パネル展示

2021年に延期された東京オリンピック・パラリンピックに向けて、岡山ゆかりのアスリートを支援する､
「オリンピアン・パラリンピアン育成事業」の本年度強化指定選手と強化指定指導者が発表されました。パラ
リンピアンでは、つぎの５競技６名の選手と２競技２名のコーチが選ばれました。

アーチェリー・・・・・・・・大江　佑弥 選手　　豊福　　浩　コーチ
	 池上　正亀 選手
卓球・・・・・・・・・・・・井上　全悠 選手
柔道・・・・・・・・・・・・松本　友和 選手
カヌー・・・・・・・・・・・山田　隼平 選手
パワーリフティング・・・・・廣川　大喜 選手　　岡本　孝義　コーチ
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の人たちのためにヨーロッパで考案されたスポーツです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年度全国障害者スポーツ大会実施競技に採用！
【競技方法について】
ゲームは白色のジャックボール（目標球）に向かって、赤色ボールと青色ボール各６個を投球します。６個

ずつ投球した後で、ジャックボールに近い色の選手のボールの個数が得点となります。手で投げられない選手
は、投球を補助するランプ（勾配具）を使ったり、足で蹴ったりすることもできます。自分の意思を介助者に
伝えることができれば参加できます。ルールは簡単ですが、自分のボールを近づけるために相手のボールを動
かしたりと、戦略も楽しめるスポーツです。ボッチャでは、障害の違いによって４クラスに分けて競技するよ
うにしています。なお、全国障害者スポーツ大会では投球時の姿勢で車いす利用者・座位者と立位者の２人１
組のチーム編成で行います。

【用具について】
・ボール材質：表面合成皮革
・白色ボール
　（目標球・ジャックボール）
・赤色ボール（6個使用）
・青色ボール（6個使用）
・指示板（審判員が投球順序を指示する用具）
・測定器（審判員が赤、青色ボールの距離を測定する用具）

［問い合わせ先］
岡山県障害者スポーツ協会事務局
〒700-0807
岡山市北区南方2-13-1  岡山県福祉相談センター内
TEL：086-235-4075　FAX：086-235-4088
http://www.okayama-shouspo.com/

「岡山県障害者スポーツ協会」

岡山県「パラリンピアン育成事業」

ⓒ 岡山県「ももっち」

ⓒ 岡山県「ももっち・うらっち」

ⓒ 岡山県「ももっち・うらっち」 フライングディスク

①ターボジャブ
②サウンドテーブルテニス
③ビーンバッグ
④ディスク

ボッチャ

① ②

③

④

＜・パネル展示風景＞
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・CLUBつつじ（バレーボール） ・トライフープ岡山 ・岡山県立岡山盲学校
・岡山桃太郎（軟式野球） ・岡山県スポーツ協会 ・岡山県立岡山支援学校
・岡山デビルバスターズ（ブラインドサッカー） ・認定NPO法人Ｈearts of Gold ・岡山県聴覚障害者福祉協会
・WBCウインディア（車いすバスケットボール）・GROP SINCERITE WORLD－AC ・岡山県聴覚障害者センター

★第33回岡山県吉備高原車いすふれあいロードレース ・・・・・・・・・・中止
★第20回全国障害者スポーツ大会（燃ゆる感動かごしま大会）・・・・・・・延期
★第20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）・・中止

 ＜予選会競技種目＞
・バスケットボール（知的）・バレーボール（知的、聴覚、精神）・ソフトボール（知的）・サッカー（知的）
・フットベースボール（知的）・車いすバスケットボール（身体）・グランドソフトボール（視覚）
★岡山県障がい者スポーツ指導員（初級）養成講習会（令和２年度）・・・・・中止
★令和２年度障害者スポーツ教室（全日程）・・・・・・・・・・・・・・・・中止

・陸上競技 ・水泳 ・卓球 ・フライングディスク ・レクリェーション ・車いす陸上 ・車いすバスケットボール ・ボッチャ
・バスケットボール ・サッカー ・バレーボール ・ソフトボール ・フットベースボール ・電動車いすサッカー
・フロアバレーボール・アーチェリー・グランドソフトボール ※令和2年度：令和2年4月1日～令和3年3月31日の期間

令和2年4月25日からの開催を予定していた「第20回岡山県障害者スポーツ大会」は、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため７月までに開催の競技が中止となりました。

今年度は節目の20回記念大会として、2020東京オリンピック応援ソングである「パプリカ」を題材に各
クラブチーム及び施設ごとに歌って踊る映像を、開会式当日に岡山県総合グラウンド陸上競技場設置の大型ビ
ジョンで上映し、大会を盛り上げる予定でしたが、残念ながら実施には至りませんでした。今後については、
一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息を祈りつつ、次年度の大会に向けて準備を進めたいと思っています。

＊岡山県障害者スポーツ協会だより＊

第41号　発行日■令和２年（2020年）8月

団　　体　　名 団　　体　　名 団　　体　　名

１ ㈱アール・ケア 19 岡山県町村議会議長会 37 ㈱田中商会

２ （一財）安全交通試験研究センター 20 （一社）岡山県手をつなぐ育成会 38 玉野ライオンズクラブ

3 ㈲ウイルパワー 21 岡山県農業協同組合中央会 39 ㈱チヂキ

４ ＭＳ中国㈱岡山支店 22 ㈻加計学園 40 （医）天和会　松田病院

５ （福）江原恵明会 23 笠岡信用組合 41 東海電機㈱

６ （公財）OHKスポーツ振興財団 24 ㈻川崎学園 42 ㈱トヨタレンタリース岡山

７ （公社）岡山県医師会 25 吉備信用金庫 43 内海工業㈱

８ （福）岡山県共同募金会 26 （公財）大原記念倉敷中央医療機構 44 ナカシマホールディングス㈱

９ （一社）岡山県銀行協会 27 ㈱研美社 45 （一社）日本自動車販売協会連合会岡山県支部

10 岡山県経済団体連絡協議会 28 ㈱コンダ 46 橋本義肢製作㈱

11 （一社）岡山県歯科医師会 29 ㈱山陽マルナカ 47 パナソニック吉備㈱

12 岡山県商工会議所連合会 30 ㈱サンラヴィアン 48 前原治療院

13 （公財）岡山県身体障害者福祉連合会 31 三和食品㈱ 49 真庭ライオンズクラブ

14 岡山県信用金庫協会 32 （公財）慈圭会　慈圭病院 50 丸五ゴム工業㈱

15 岡山ダイハツ販売㈱ 33 ㈱仕事 51 三国工業㈱

16 （一社）岡山県タクシー協会 34 柴田治療院 52 ㈱メディーズ

17 岡山トヨタ自動車㈱ 35 大善㈱ 53 モリマシナリー㈱

18 岡山県知的障害者福祉協会 36 （一社）生命保険協会岡山県協会 54 ㈱山下体育社

（R2.3.31現在）　敬称略・順不同

岡山県障害者スポーツ協会
〒700-0807　岡山市北区南方2-13-1　岡山県福祉相談センター内
TEL：086-235-4075　FAX：086-235-4088

E-mail  shouspo@okayama-shouspo.com
協会ホームページ  http://www.okayama-shouspo.com/ 『岡山県障害者スポーツ協会』

※大会や講習会の情報は、当協会ホームページをご覧下さい。
※視覚に障害のある方で、カセットテープ版またはデイジー版を希望される方は、当協会までご連絡ください。

●ご支援ありがとうございました●

当協会では、障害者スポーツを振興するため、皆様からのご寄付・助成金を元に、講習会や普及
活動等、各種事業を行っています。ご寄付のお申し出についてはお気軽にお問い合わせください。

令和元年度は、次の皆さまから当協会にご寄付・助成金をいただきました。
心よりお礼申し上げます。

この機関誌は共同募金の配分金によって発行しています。

ⓒ 岡山県「ももっち」

ⓒ 岡山県「ももっち・うらっち」

ⓒ 岡山県「ももっち」ⓒ 岡山県「ももっち・うらっち」


