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しあわせ福井スポーツ協会 誕生！ 

               ～スポーツを始めよう～  
 

創 刊 号   ２０１５年３月

発行 

 

 



しあわせ福井スポーツ協会の設立を記念して、障がい者スポーツを「聞く、見る、体験する」イベン

ト「はじめよう！ひろげよう！障がい者スポーツ ～パラリンピアンとともにスポーツの楽しさを体験

しよう～」を、平成２６年９月２３日（火・祝）に、福井県生活学習館において開催しました。 

 イベントでは、まず、車椅子バスケットボールでパラリンピックに４大会連続して出場した京谷和幸

さんが、「夢・出会い・感謝 ～チャレンジの素晴らしさ～」というタイトルで講演されました。 

 京谷さんは、Ｊリーグのジェフ市原在籍中に、交通事故のため脊髄を損傷。車椅子生活となりました

が、婚約者を始めとする多くの人に支えられながら、厳しいリハビリを乗り越えてスポーツを再開し、

北京パラリンピックでは、車椅子バスケットボール日本代表チームのキャプテンも務められました。 

 自身の体験を振り返りながら、「どんな時でも夢を持ち続けることが大事、どんな出会いも大切」であ

ると熱く語り、４５０名が来場した会場は、感動に包まれました。 

 次に、『「チームふくい」アスリート』の第一次認定選手である、齊藤雅之さん、山田哲也さん、永下

尚也さんの３名による、卓球のデモンストレーションが披露されました。白熱したラリーが展開される

と、観衆からは大きな拍手が送られていました。 

 スポーツを「体験する」では、フライングディスクが行われました。来場された多くの方が長い行列

を作って順番待ちをするほどの盛況で、初めてチャレンジする方もありましたが、みなさんが、フライ

ングディスクの楽しさを満喫している様子でした。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「チームふくい」アスリートが認定されました！ 

県では、平成３０年に福井県で開催される「福井しあわせ元気大会（第１８回全国障 

害者スポーツ大会）」での活躍が期待される有望選手を『「チームふくい」アスリート』 

として認定し、練習環境の確保や競技力の向上などを支援しています。 
第一次認定選手として、個人競技５７名と団体競技１０チームが決定し、９月７日（日）に福井

県立図書館で認定式がありました。西川一誠福井県知事（しあわせ福井スポーツ協会長）から、個

人競技の全ての選手と団体競技全チームの代表者に、直接、認定証が渡されました。 

 

講演する京谷和幸さん 

しあわせ福井スポーツ協会 設立記念イベント 

『はじめよう！ひろげよう！障がい者スポーツ』を開催しました 

 
 

卓球デモンストレーション 

フライングディスクに挑戦 



初級障がい者スポーツ指導員養成講習会を開催 
 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学療法士による指導 

「チームふくい」アスリート 強化練習実施中！ 

平成２６年１１月１５日、２２日、２９日、１２

月６日、１３日の全５日間の日程で、競技団体の指

導者を対象とする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。今回の修了者は、日本体

育協会公認スポーツ指導者の資格を持つ１０名の

方です。今後、障がいを理解した競技指導者として

大いに活躍されることを期待しています。 

中級障がい者スポーツ指導員養成講習会を開催 

＜嶺北会場＞ 

平成２７年１月１０日(土)、１１日(日)、１７日(土) 

＜嶺南会場＞ 

平成２７年２月７日(土)、８日(日)、１４日(土) 

県内２会場で、初級障がい者スポーツ指導員養成講習会 

を開催しました。受講者は、障がいについての理解、全国 

障害者スポーツ大会の概要、障がいに合わせたスポーツの 

工夫などを、講義と実技で学びました。 

修了者は２９名。今後の活躍を期待しています！ 

                               実技（ボッチャ）の様子 

 

                 「福井しあわせ元気大会（第１８回全国障

害者スポーツ大会）」を目指して、『「チームふ

くい」アスリート』の皆さんが、県内各地で

強化練習会に参加しています。 

個人競技６競技（陸上競技・水泳・アーチ 

ェリー・卓球(サウンドテーブルテニス)・フ 

ライングディスク・ボウリング）と団体競技 

７競技（バスケットボール、車椅子バスケッ 

トボール、ソフトボール、グランドソフトボ 

ール、バレーボール、サッカー、フットベースボール）で、中央の指導者による練習、県外チーム等

との対戦などを行い、一人ひとりが着実に力をつけています。 

また、理学療法士や栄養士などの専門家による医学的・科学 

的なアドバイスも行われています。強化練習会は、大会本番ま 

で継続して行っていきます。アスリートの皆さん、福井しあわ 

せ元気大会を目指して一緒にがんばりましょう！ 

慣れない実技に奮闘 

フライングディスク 強化練習の様子 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１４回全国障害者スポーツ大会「長崎がんばらんば大会」 

が、平成２６年１１月１日（土）から３日（月）まで 

「君の夢 はばたけ今 ながさきから」のスローガンのもと、 

長崎県立総合運動公園陸上競技場を中心に開催されました。 

福井県からは、藤田 卓美団長（NPO 法人 福井県手をつなぐ 

育成会 副理事長）をはじめ総勢３７名（選手２１名、役員１６名）の選手団を派遣しました。 

１０月３０日（木）に、福井県選手団の結団式が福井県庁で行われました。 

旗手を務める水泳競技の山本亮太選手に県旗が授与され、また、選手を代表して、牧野勇樹

選手（陸上競技）が決意表明を行いました。最後に、卓球競技の齊藤雅之選手の発声により、

全員で「がんばろう三唱」を唱和して大会での健闘を誓い、長崎県へと向かいました。 

  福井県選手は、３日間の大会期間を通じて、金メダル８個、銀メダル９個の計１７個のメダ

ルを獲得する素晴らしい成績を収めました。 

また、メダル獲得には至らなかった選手たちも、自分の持てる力を発揮し、がんばりました。 

各競技会場では、全国から集まった選手たちや地元のボランティアの皆さんと交流を深め、

参加者それぞれがたくさんの思い出をつくりました。 

福井県選手団 大活躍！！ 

第１４回全国障害者スポーツ大会「長崎がんばらんば大会」 

がんばろう！ 

陸上競技（スラローム） 陸上競技（砲丸投） 長崎県ボランティアの皆さんと 



     

 

 

☆大会新記録 

 

 

 

 

 

 

競技名 選手氏名 性別 障害 年齢 出場種目 成績 記録 

陸上競技 

今 村 彰 彦 男 知的 21 
1500ｍ 2位 4分 11秒 94 

800ｍ 2位 2分 06秒 05 

岩 佐 清 美 女 知的 17 
50ｍ 4位 8秒 40 

800ｍ 6位 3分 16秒 82 

上 西 桃 代 女 肢体 48 
立幅跳 1位 1ｍ32㎝ 

砲丸投 1位 3ｍ26㎝ 

丹 後 真 琴 男 知的 17 
200ｍ 7位 26秒 88 

100ｍ 棄権  

知 井 祐 子 女 聴覚 58 
ジャベリックスロー 1位 23ｍ33㎝ ☆ 

走幅跳 1位 2ｍ80㎝ 

畑   好 美 女 肢体 41 
砲丸投 1位 4ｍ75㎝ 

ソフトボール投 1位 20ｍ38㎝ 

前 川 和 穂 女 視覚 25 
800ｍ 5位 4分 10秒 24 

100ｍ 5位 19秒 92 

牧 野 勇 樹 男 肢体 21 スラローム 2位 59秒 00 

村 上 英 由 男 知的 40 
走幅跳 2位 3ｍ77㎝ 

50ｍ 2位 ７秒 63 

今村彰彦、岩佐清美、丹後真琴、村上英由 ４×100ｍリレー 5位 54秒 86 

水 泳 

龍 川 崇 子 女 肢体 38 
50ｍ自由形 1位 1分 03秒 43 

25ｍ自由形 2位 24秒 58 

野 村 拓 也 男 知的 16 
50ｍ自由形 6位 37秒 40 

25ｍバタフライ 5位 20秒 78 

山 本 亮 太 男 知的 19 
50ｍ自由形 4位 31秒 10 

50ｍバタフライ 7位 34秒 27 

アーチェリー 植 村 美 義 男 肢体 62 ﾘｶｰﾌﾞ 30m ﾀﾞﾌﾞﾙﾗｳﾝﾄﾞ 2位 599点 

卓 球 

齊 藤 雅 之 男 肢体 30 一般卓球 1位 3点 

大 道 英 樹 男 知的 42 一般卓球 2位 3点 

早 苗 征喜子 女 視覚 69 ｻｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽ 2位 3点 

フライング 

ディスク 

右 近 明 治 男 肢体 57 
ｱｷｭﾗｼｰ ﾃﾞｨｽﾘｰﾄ･ﾌｧｲﾌﾞ 5位 8投 

ﾃﾞｨｽﾀﾝｽ(立位) 4位 26ｍ99㎝ 

田 中 孝 治 男 肢体 55 
ｱｷｭﾗｼｰ ﾃﾞｨｽﾘｰﾄ･ﾌｧｲﾌﾞ 4位 6投 

ﾃﾞｨｽﾀﾝｽ(立位) 7位 16ｍ15㎝ 

浜 川 奈津美 女 知的 23 
ｱｷｭﾗｼｰ ﾃﾞｨｽﾘｰﾄ･ﾌｧｲﾌﾞ 4位 7投 

ﾃﾞｨｽﾀﾝｽ(立位) 4位 28ｍ14㎝ 

ボウリング 
青 山 まゆみ 女 知的 42 ボウリング 4位 495点 

角 田 憲 昭 男 知的 34 ボウリング 5位 554点 

～ 参加選手の感想から ～ 
・「練習で、専門のコーチに指導をしてもらいました。試合では緊張しましたが、メダルが取れてとても 

うれしいです。」《陸上競技》 

・「福井県選手団のチームワークがすごく良く、大変楽しかったです。」《フライングディスク》 

・「大会に参加するための練習が十分に出来ず、技術、体力、精神面でまだまだと感じました。今回は結 

果がよくなかったので残念ですが、次回こそは頑張ります。」《陸上競技》 

「長崎がんばらんば大会」福井県選手の成績 



 

 

平成２６年度 会員名簿 

※氏名・名称の公表に同意のあった団体、個人のみ氏名・名称を掲載しています。（順不同） 

 

〇自治体(18)                                              平成２７年３月２５日現在 

福井県 福井市 敦賀市 小浜市 大野市 勝山市 鯖江市 あわら市 越前市 

坂井市 永平寺町 池田町 南越前町 越前町 美浜町 高浜町 おおい町 若狭町 

 

〇法人会員(62) 

（一社）福井県医師会 （一社）福井県作業療法士会 （一社）福井県身体障害者福祉連合会 

（一社）福井県理学療法士会 （公財）福井県体育協会 (公財)福井市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ介護保険事業所 

（公財）松原病院 （公社）福井県栄養士会 （社福）あおい福祉会 

（社福）あすなろ福祉会 （社福）足羽福祉会 （社福）ウェルビーイングつるが 

（社福）大野福祉会 （社福）かすみが丘学園 （社福）金津福祉会 

（社福）北日野こもれび会 （社福）九頭竜厚生事業団 （社福）慶長会 

（社福）光道園 （社福）高志福祉会 （社福）紫水の郷 

（社福）すいせんの里 （社福）大日園 （社福）たけふ福祉会 たけふ福祉工場 

（社福）竹伸会 総合福祉施設 あけぼの園 （社福）つつじ会 （社福）つみきハウス 

（社福）敦賀市社会福祉事業団 （社福）手をつなぐ福祉会 （社福）虹の会 

（社福）はこべ福祉会 はこべの家 （社福）ハスの実の家 （社福）福井県視覚障害者福祉協会 

（社福）福井県社会福祉協議会 （社福）福井県聴覚障がい者協会 （社福）ふくい福祉事業団 

（社福）福授園 （社福）町屋福祉会 （社福）友愛会 

（社福）悠々福祉会 （社福）陽光会 （社福）六条厚生会  

（社福）芦山会  （社福）若狭つくし会 （社福）わかたけ共済部 

（特活）きっずリハビリテーションサポート （特活）障害者自立援助センター しいのみ （特活）手をつなぐ育成会たんぽぽ 

（特活）はす工房花里音 （特活）福井県セルプ振興センター （特活）福井県手をつなぐ育成会 

（特活）福祉ネットこうえん会 （特活）ブレイヴ・ドルフィンズ福井 （特活）わいわいポケット 

（医）厚生会 福井厚生病院 （医）野尻医院 （株）アクアファーム 

ありがとう福井（株） 奥越ライフサポート（株） （株）ケア・フレンズ 

（株）農楽里 （有）ケア一休さん  

 

〇団体会員(45) 

福井県特別支援学校長会 福井県立盲学校 福井県立ろう学校 

福井特別支援学校 福井南特別支援学校 福井東特別支援学校 

福井東特別支援学校月見分校 清水特別支援学校 嶺北特別支援学校 

奥越特別支援学校 南越特別支援学校 嶺南東特別支援学校 

嶺南西特別支援学校 福井県特別支援教育研究連盟 スカイイーグルス（福井南特支 OB ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ） 

福井 FIDサッカークラブ BLUE HAWKS バスケットボールクラブ 福井県精神保健福祉家族会連合会 

福井県身体障害者（児）援護施設連絡協議

会 
福井県知的障害者福祉協会 福井県精神障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所連絡協議会 

福井県障害者スポーツ指導者協議会 福井県障害者フライングディスク協会 福井県体育協会スポーツ医・科学委員会 

福井県精神保健福祉士協会 越前市障がいスポーツクラブ ｽﾍﾟｼｬﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽ日本福井設立準備委員会 

のびのびカルチャー講座 福井青空スポチャンクラブ 福井県車椅子アーチェリークラブ 

福井県車椅子テニス協会 福井県車椅子バスケットボール連盟 福井県喉友会 

福井県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会 福井県重症心身障害児（者）を守る会 福井県障がい者バレーボール連盟 

福井県障害者陸上クラブ FORZA 福井県心身障害児者福祉団体連合会 福井県精神保健福祉協会 



 

 

福井県レクリエーション協会 福井市肢体障害者福祉協会 ふくいスポーツクラブ 

福井楽障クラブ   

 

〇個人会員(28) 

小野田 敬子（福井市） 栢場 一郎（福井市） 北 慶一（福井市） 

櫻井 敬一（福井市） 白﨑 和子（福井市） 高比良 規美子（福井市） 

坪田 のり子（福井市） 前田 亮（福井市） 宮地 義介（福井市） 

山口 直也（福井市） 若森 和昭（福井市） 橋本 輝男（敦賀市） 

小山 尊（小浜市） 木間 幸生（大野市） 本多 奥右衞門（大野市） 

村上 甚光（大野市） 永下 尚也（勝山市） 山内 和芳（鯖江市） 

巽 修二（あわら市） 巽 宏子（あわら市） 吉田 愛美（越前市） 

谷本 和幸（坂井市） 宗石 敏典（坂井市） 朝倉 昌弥（永平寺町） 

福澤 昌子（永平寺町） 吉村 春男（越前町）  

 

 

 

平成２６年度 賛助会員名簿 

※氏名・名称の公表に同意のあった団体、個人のみ氏名・名称を掲載しています。（順不同） 

 

〇賛助会員 （ ）は口数                                                        平成２７年３月２５日現在 

（一社）福井県身体障害者福祉連合会（2） (公財)福井市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ介護保険事業所(1) (社福) 六条厚生会（1） 

（株）アイビーエージェント（1） （株） ケア・フレンズ（1） （株）農楽里（1） 

日向 明世（越前町）（1） 福井県車椅子ｱｰﾁｪﾘｰｸﾗﾌﾞ（1）  

 



【編集・発行】  しあわせ福井スポーツ協会 
〒918-8027 福井市福町 3-20 
TEL. 0776-43-9712  FAX. 0776-43-9713  

Ｅmail: h-sports291@axel.ocn.ne.jp 

ＵＲＬ:http://hfsa291.net/ 

※当協会のホームページもぜひご覧ください。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「第６回国際クラス別肢体不自由者卓球選手権大会」 

 
～ 永下尚也選手が卓球で２部門制覇 ～ 

 
平成２６年１２月６～７日に、大阪市の舞洲障がい者スポーツセンター 

で開催された、障がい者卓球の国内最大級大会「国際クラス別肢体不自 

由者卓球選手権大会」に、当協会理事の永下尚哉選手(勝山市、北陸電力) 

が出場し、シングルスとダブルスの２部門を制覇しました。 

また、「チームふくい」アスリート認定選手の齊藤雅之選手(福井市・県立病院勤務)と山田哲也選手 

(永平寺町・福井大医学部生)も出場し、大健闘しました。 

 

お知らせです！ 

 会員のみなさまへ  
 

しあわせ福井スポーツ協会を、会員、賛助会員として支えてくださる団体や 

個人を募集中です。ご連絡は、しあわせ福井スポーツ協会事務局まで。 

また、会員の皆様は、平成２７年度分会費の納入を、よろしくお願いします！ 

平成２７年度総会を、平成２７年６月１８日（木）１４時から、福井県庁で 

開催しますのでご出席ください。ご都合の悪い方は委任状提出をお願いします。 

「第 5 回福井県障がい者スポーツ大会」選手募集中！！  締切：4 月 1７日（金） 
 

競  技 開 催 日 会   場 

陸上競技 
平成２７年６月６日(土) 

 雨天時：６月１３日（土） 
敦賀市総合運動公園陸上競技場 

水 泳 平成２７年６月６日(土) 越前市家久スポーツ公園温水プール 

アーチェリー 平成２７年５月３０日(土) 県立アーチェリーセンター 

一般卓球 平成２７年６月６日(土) 鯖江市総合体育館第１競技場 

サウンドテーブルテニス 平成２７年６月６日(土) 鯖江市総合体育館第２競技場 

フライングディスク 
平成２７年６月６日(土) 

雨天時：三国体育館 
三国運動公園陸上競技場 

ボウリング 平成２７年６月６日(土) スポーツプラザＷＡＶＥ４０ 

バレーボール 平成２７年５月１６日(土) 福井市体育館 

オープン競技 平成２７年６月６日(土) 敦賀市総合運動公園体育館 

  ☆開・閉会式は、６月６日（土）敦賀市総合運動公園体育館で行います。 

今回からは、精神障がいの方も多くの競技にご参加いただけるようになりました！ 

多数のご参加をお待ちしています！ 
ボランティアも募集

中！ 

○編  ○集  ○後  ○記   

桜の季節、ようやく発刊にこぎつけました。情

報盛りだくさんの機関紙を目指します。 

みなさんのスポーツ活動の様子もどんどん紹介

したいと思っています。取材のために訪問した

際は、ぜひ、ご協力をお願いします。 

mailto:h-sports291@axel.ocn.ne.jp

