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【270】東北・関東大震災について何ができますか（2011/03/19） 

 

東北・関東大震災について  

 今回の、震災にて被害に遭われた方々に心よりお見舞いもうしあげます。  

 

 各自治体・企業等、救援等(募金・救援物資)の提供などやれている。  

 今日も、一宮競輪・アスリート達が、一宮駅、中心部で募金を呼び掛けていた。  

 自分自身、今回の震災について、「愛知県障害者スポ-ツ指導者協議会として」何か  

 できないのかなあ  

  各役員・会員の御意見をお願いします。  

                        

                     本  田  武 英  

 

 

 

【269】遅くなりましたが、フ?ォローアップ研修無事?終了しました！(2011/02/15) 

 

参加して下さった方 

スタッフとして参加して下さった指導員スタッフさん 

そして、実行委員のメンバーの仲間たち！！ 

『楽しい一日をありがとうございました！！』 

 

イベントは終了したのですが、まだ＜報告＞などが残っていて、まだメンバーたちの中ではこの研修が完全には終了していません。 

メンバーからの＜報告及び感想＞がメール送信され読むと、それぞれのメンバーのこの研修に対する想いが書かれていて、今更ながら『いい仲間』と思えて、嬉しくて楽しくなって、誰かに聞いてもらいたくて徒然ＢＯＡＲＤにメールしてしま

いました！ 

＜報告及び感想＞は、多分『かける』に掲載されると思うので、読んで下さいね！『私たちの想い』を！！ 

こんな訳わからんメールで申し訳ありませんでした。  

でも、徒然ＢＯＡＲＤさん、ありがとう。   黒田 

 

 

 

【268】謹賀新年(2011/01/01) 

 

会員各位 

謹んで新春のご挨拶を申し上げます。 

平素は、本会の活動にご支援いただき感謝いたしております。 

本年も、障害者スポーツの更なる発展に向け活動してまいりますのでよろしくご支援お願いいたします。  

                         2011.1.1 筒井 

 

 

 

【267】２０１１ が素晴らしい年でありますように(2011/01/01) 

 

しんねん あけましておめでとうございます 

 

みなさまにとって 良い年でありますようにと 

 

心から祈念申し上げます 

 

 

                     ２０１１．１，１ 
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                       森長研治       

 

 

 

【266】フォローアップ研修、進行中！（2010/12/24） 

 

企画から準備、当日の運営等全てを５名の指導員（実行委員）が実施する研修が＜パワーアップ研修＞。 

そのパワーアップ研修を経験したメンバーで構成されているのがフォローアップ研修！ 

現在、フォローアップのメンバーで 

平成２３年１月３０日（日）に刈谷市心身障害者福祉会館でイベントを企画しています。 

既にスタッフとして協力の＜ＯＫ＞を頂いている指導員さんには、１週間前くらいには、イベントの詳細をお知らせする＜企画書＞を郵送いたします。楽しみに待っていて下さいね！忘れずに予定を開けておいて下さいね！ 

メンバーの打合せ場面では、いろいろな意見が飛び交い、あっという間に時間が流れていきます。時間が足りない～っていう感じです。 

でも、メンバー間の＜共通の認識・理解＞を深めていくこの時間、何だか好き…です。楽しい！ 

メンバーが練り上げた企画、楽しみにしていて下さいね！（こんな大きなことを言って大丈夫？とも思いますが）『がっかり・・・』と言わせないためにも、あと１ヶ月！楽しく頑張りたいと思います。   黒田 

 

 

 

【265】白川町の空は天然プラネタリウムでした☆（2010/11/11） 

 

野外交流研修会、楽しかったです。 

手作りピザ、蒸し焼きじゃがいも、豚汁、焼きそば…とっても美味しくて、思い出すとまた食べたくなっちゃう！！ 

勿論、研修会ですので食べてばかりではありません。 

真夜中のハイキング（研修？！）にも出かけました。ライトが無いと本当に真っ暗で、前を歩く人の後姿が１ｍ離れるともう全然見えないくらいの暗さで、クマが一緒に歩いていてもわからないかも？！ 

そして空を見上げると、☆☆☆が空一面に隙間のないほど輝いていて、本当にめちゃくちゃ綺麗でした。 

でも、そのつけが… 

歳をとると、その時の筋肉痛が２日後くらいに出てきて…空をたくさん見ていて首が痛いし、片道５ｋ（往復１０ｋですよ！！）を歩き、股関節、腰が痛くて（涙…）。 

コテージに帰ってきたのは夜中の１時半頃…こうして徘徊老人たちの夜は暮れたのでした（ハハハハッ）。 

アクシデントもあったけど、楽しかったです。みなさんお世話になりました。ありがとう！！ 

野外研修、年に春と秋の２回あってもいいな～。  黒田 

 

 

 

【264】ゆめ半島千葉大会お疲れ様でした（2010/11/01） 

 

フライングディスク選手の皆様 

フライングディスク役員の皆様 

 

ゆめ半島千葉大会お疲れ様でした。千葉はいかがでしたか。 

十分なおもてなしはできませんでしたが、 

選手の皆さんが自分の目標に向けて、 

一生懸命に頑張ることができてよかったです。 

皆さんのフライングディスクに向かう姿とても感動しました。 

これからも練習を積んで、次の山口大会でも 

中日ドラゴンズのように頑張って下さいね。 

千葉ロッテマリーンズも負けませんから・・・ 

 

また、すてきな色紙やお土産までいただきありがとうございました。 

またいつか千葉にいらして下さいね。 

皆さんのこれからの活躍を楽しみにしています。 

 

愛知県フライングディスク担当；千葉県実施本部員落合 

 

 

 

【263】FD 監督より（2010/10/27） 



 

 

各位 

千葉県にてＦＤ選手監督として同行しました。 

実施本部員 津吹様、落合様、鵜澤様、八木澤様、 

淑徳大学、磯野様、高橋様、中村様ありがとうございました。 

 

ＦＤ 監督 榎本博文  

 

 

 

【262】千葉県の皆さん 選手団役員の皆さん  会員の皆さんありがとうございました（2010/10/26） 

 

愛知県選手団は、大きな成果を得て、先刻無事に帰県しました。 

 

千葉県のアイチケン担当の実施本部員さん、学生ボランティアの皆さんには、６日間にわたり連日早朝から深夜まで本当にお世話になりました。ありがとうございました。  総監督 森長研治 

 

 

 

【261】卓球競技（2010/10/24） 

 

愛知県の選手団づきサポーターは千葉の淑徳大学２年生２人… 

まるで卓球部のマネージャーのように笑顔でサポートしてくれてます…ありがとう、みんな大好きだって 

 

 

 

 

 



 

 

 

大会会場の風が伝わってきます！ 

徒然ボードへの投稿ありがとうございます。 

「卓球競技」をメールくださった方のお名前もお知らせくださると嬉しいです 広報委員 笠井 

 

 

 

 

【260】全スポ 公式練習終了（2010/10/22） 

 

帰りのバスの中は「グ～ッ」とほとんどの選手、コーチが疲れ、夢の中にいました。 

 選手のひとりが「疲れた・・・でもいい記録が出て嬉しかった！！」と顔をクシャクシャにして話してくれました。 

 公式練習も終了し、明日から本番です！みんなが、いつもの自分の記録よりも＜良い＞記録が出て、たくさんのクシャクシャの顔に会いたいな～！明日からの本番を楽しみにしてます。   黒田  

 

 

 

【259】いよいよ始まる「ゆめ半島千葉大会」（2010/10/21） 

 

 

第 10 回全国障害者スポーツ大会「ゆめ半島千葉大会」に向けて愛知県選手団が出発しました。 

 今年も選手団情報「千葉日記」が始まります。 

早速創刊号の一部をお届けします。第 2号以降お楽しみに！！！ 

 

森長 研治 

 

 

 

【258】出発まであと１週間(2010/10/14) 

 

久しぶりにホームページにおじゃまします 

全スポ出発まであと１週間!!! 

荷物の準備のために、スーツケースとリュックをとりに実家へ・・・ 

先日も、ユニフォームを引っ張り出し、全スポが近づいたことを実感しました。 

ユニフォームと共に年に一度だけ出番がくるスーツケースとリュック。 

押入れから引っ張り出すと、「いよいよだな」って思います。 

千葉での６日間を、楽しく、思い出に残る時間にしたいと思っています。 

 

パソコンがない我が家ではホームページを見る機会もなかなかなく、 

久しぶりにホームページにおじゃますることができました。 

榊原さん、お疲れ様でした。 

笠井さん、無理せず、ぼちぼちとやってくださいね。 

広報委員全体で取り組めるようにしていきましょう。 

 

２１日からの６日間、千葉の空に太陽が輝き続けることを祈っています。 

あいちからのエールが雲を吹き飛ばすように、みなさん応援よろしくお願いします。 

 

ｙｕｎｏ 

 

 

 

【257】「ゆめ半島千葉大会」愛知県選手団結団式が開催されました（2010/10/10） 

 



 

 

 

愛知県選手団（総勢１７２名：選手１１５名：役員５７名）の結団式が 

愛知県社会福祉会館｛１０月９日（土）｝が開かれました 

 

本協議会から 役員として ２８名（敬称略）が派遣されます 

 

あいちの選手が  房総を舞台に 輝きを増しますよう サポートします 

 

皆さんの応援が 大きな力になります 

 

◎総監督：森長研治 

 

◎陸上競技 

監督：筒井惠二  チーフコーチ：谷口政博、上原子昭三  コーチ：三品保典、野村悠乃、佐藤元夫、田嶋利夫、赤尾幸恵、伊藤守弘、米津毅夫、黒田和美、頼田妙子、山岸三奈子、吉田知加 

 

◎水泳 

監督：壁谷田惠子  チーフコーチ：足立利幸  コーチ：野嵜靖弘、成瀬弘司 

 

◎卓球 

監督：小野隆  チーフコーチ：佐藤徳行  コーチ：能津闡子、浅野琢哉 

 

◎フライングディスク 

監督：榎本博文  チーフコーチ：松井ゆかり  コーチ；高木里美、堀部守康 

 

◎ボウリング 

監督：浦野賢治 

 

選手団は ２１日（木）の昼過ぎに名古屋駅から新幹線で出発し ２６日（火）午後にかえってきます 

                                               

                                      顧問  森長 研治 

 

 

 

【256】第 7 回スポーツ教室 in いちのみや盛大に、盛り上がったよ・・・・!!（2010/10/09） 

 

第 7 回スポーツ教室 inいちのみやが、去る９/２６(日) 

一宮市の修文大学で開催されました。 

 

地元、一宮地区のスポーツ指導員さんや、地元の運送会社の方々が、 

ボランティアで協力して頂き、又、一部の県のスポーツ指導員さんの 

力を借りて、今年は、「車いすダンス」と鳴子を使った、リズム体操などして、 

一日の楽しく、障害者の皆さんと、一般市民の皆さんが、一日充実した日を過ごしました。 

 

来年以降も、一宮地区は、障害者スポーツ教室を通じて、 

地元に身近な、障害者スポーツを根ずく様に活動して行きたいと思っています。  

 

追伸修文大学の先生方や、地元、丸久運輸㈱の社員の方々、 

その他、御協賛頂いた、企業・団体・個人の方々に、この場を借り、心より御礼を申し上げます。  

 

有り難うこざいました。  

 

一宮地区代表 本田武英  

 

 

 

 

 

【255】仕事でない お山は（私自身が） 爽（2010/10/04） 

 

昨日 名古屋城下に用事があり 



そういえば 「今日は今日はコロニー祭だったような・・・」と思いだし 

幸い（泊まりあけの）睡魔も襲ってこないようだし・・・ということで 

思い切って足を延ばしてみました 

 

途中で顧問に電話しても 

電話の向こうの賑やかな音で何か言っているんだけど その声はかき消され 

とにかく「今から行くね！」と自分の用事だけ言って 

車飛ばすこと３５分 

 

久しぶりの お山のお祭り 

賑やかな音の理由も納得 

そして 障害者スポーツのブースでは 

懐かしいみなさんにお会いでき 

なんだか 数年前にタイムスリップ 

滞在時間はわずかでしたが 

居心地のいい時間を過ごすことができました 

 

いつもは仕事で１ヶ月に１度訪れる所ですが 

この時のイメージは（失礼を承知で書かせていただくと） 「鬱」 

今日の この時間は 「爽」 

 

指導者協議会のみなさん お疲れさまでした 

また 私も みなさんとご一緒する時間が欲しいなって思ったコロニー祭でした 

 

追伸 

帰りに 春日井の好日山荘で 

欲しかった 登山靴があったので衝動買いしてしまいました 

２６０００円也（微妙に反省） 

 

yuki 

 

 

 

【254】愛知県障害スポーツ指導者協議会からのお知らせ（2010/09/21） 

 

◆会員の皆さま！！ 

    「平成 22 年度後期事業参加確認表」が未提出の方はお早めに提出くださいね 

 

◆緊急募集！！ 

   平成 22年 11月２１日（日）第９回あいち障害者フライングディスク競技大会の 

   大会運営協力者が足りません。 皆さんご参加くださいね 

 

◆中部・東海ブロック障害者スポーツ指導員研修会の日程が決まりました！！ 

   12月４日（土）です。場所は岐阜市内です。 

 

以上 皆さまのご協力よろしくお願いします。   広報委員 笠井 

 

 

 

【253】かける 設立 20 周年記念誌 届きました（2010/09/06） 

  

  



 

 

 

 

【252】ゆめ半島千葉大会 愛知県選手団の練習会（2010/08/28） 

 

照りつける日射しの中にもかかわらず 

それぞれが活気に溢れる真剣な面持ちで課題に取り組みました 

 

選手そして役員の皆さん今夜はゆっくり休んで下さい   森長 

 

 

 

【251】笠井さん宜しくお願いします（2010/07/05） 

 

榊原さん、立ち上げから長い間ホームページを担当していただきご苦労様でした。笠井さん引き続き宜しくお願いいたします。会員の皆さん投稿宜しくお願いいたします。 

 ところで、昨日サウンドテーブルテニスの大会（はなのき杯）に行ってきました。午前中だけでしたが、はじめて副審をしました。前々からこの大会の主審をする人は大変だと思っていましたが、今回そのルールの微妙な判定に正確にジ

ャッジしている主審（本会会員の村上さん）に感心してしまいました。皆さんごくろうさんでした。 

 

筒井 

 

 

会長！そうですね！！ 

会員の皆さまの投稿お待ちしています。 

トップページの画像投稿もお待ちしていますょ 

笠井（2010/07/06） 

 

 

 

【250】ハンドルネームは yukiで・・・（2010/07/03） 

 

２８日に笠井さんの職場をお借りして 

ホームページのお引っ越し作業をしてきました 

少々手こずった所もありましたが 予定時間内に終了 

無事に引き継ぎができ ホッとしています 

 

森長さん 黒田さん メッセージありがとうございました 

大雪 高遠でのコーヒーブレイクの時 

森長さんとの会話の中で 

「オリジナルのホームページが欲しいね」がきっかけでした 

作り方も分からなかった当初 

当時振興センターのスタッフだった木原さんに 

作り方のイロハからおしえていただき 試行錯誤で 

でも 「出来るときに 好きにやっていいよ」という 

協議会役員のみなさんの 広い心に甘えて 

本当に 好きにやらせていただいた６年でした 

 

本業が忙しくなるのと比例して 

協議会の組織も大きくなり 

それぞれの委員会での活動が活発化する中で 

なかなか行事にも顔が出せなくなり 

タイムリーな更新が出来ないのは 申し訳ないなと 

思ってはいました 

 

今回 担当の任を解いていただきましたが 

協議会の行事 最低でも県大会等には参加していきたいなと 

思っています 

このコーナーにも投稿 時々しますね 

ハンドルネームは yukiで・・・ 

笠井さん よろしくお願いします 

 

 

 

【249】榊原さん ありがとうございました 笠井さん よろしくお願いします(2010/06/27) 

 

榊原さんには 随分無理をいって ホームページの管理をお願いした 

 「間借りの協議会のホームページ」 そして２００４年８月からは このコーナーなどを加えて充実されてきた 

 

何の技術ももたない 私としては 感謝以外に表現しょうがない 

 



本当にありがとうございました 

 

 

今回 役員改選により 担当がかわった  

 

笠井さんの 個性で 彩られるのだと思う 楽しみです 

 

榊原さん ありがとうございました  

 

笠井さん よろしくお願いします 

 

顧問  森長 研治 

 

 

 

【248】榊原さん！お疲れさまでした(2010/06/27) 

 

私もほんの少しだけ、職場の自分が担当している部分だけホームページの更新したりするのですが、実際やってみると難しくって…いつも説明書とにらめっこしながらの更新です…。 

いままで、本当にお疲れさまでした。榊原さんが徒然 BOAROを管理していてくれたので、遠く離れた人との「今」を感じることが出来たように思います。ありがとうございました。 

そして、笠井さん！これから、よろしくお願いします。  ～黒田 

 

 

 

こんにちは！kasaiです。 

今日からホームページ担当させていただきます。 

yuki さんから色々教えて頂いておりますが・・・・。 

初心者なので、ご迷惑おかけしますが 

皆さま、よろしくお願いします。 

 

笠井（2010/6/28） 

 

 

 

松井さん 黒田さん 筒井さん 

 

投稿戴いていたのに 掲載がこんなにも遅れてしまって申し訳ありません。 

忙しいのは理由にならなく メールのチェックを怠っていたのが原因です。 

ただ ただ 私の怠慢です 

本当にすみませんでした 

 

今年度から ホームページの担当が笠井ヒロ子さんに替わります 

明日 笠井さんと引き継ぎをしてくる予定です 

スムーズに移行できますように・・・ 

みなさん 今までご協力ありがとうございました 

最後のお役目 しっかり果たしてきたいと思います 

 

 榊原（2010/6/27） 

 

 

 

【247】平成 22 年度総会を開催しました(2010/6/9) 

 

会員各位 

5月 29 日（土）に総会を開催し、平成 21年度事業報告、決算、平成 22年度事業計画、予算、平成 22，23年度役員とそれぞれの議案が審議され承認を得ました。改めまして、22年度の活動にご協力をお願いいたします。 

 

筒井 

 

 

 

【246】みんな忙しいのかな…(2010/6/7) 

 

ちょこちょこ徒然ＢＯＡＤＯを覗くのですが、メッセージが更新されていなくて…寂しいです。 

こんな風に思うのは私だけでしょうか…。 

我慢できず…私が書きます！誰かこんな私に気づいたら、メッセージの更新をして下さい。 

お願い！！！ 

先日、岩倉のスポーツフェスティバルに参加しました。 

参加者の一人が、興味が無さそうにフライングディスクの的に（本当にすごっく近い距離から） 

ディスクを投げ、それが的を通過し、パーフェクトで的を通した後のとっても嬉しそうな顔！！ 

声まで「ヒッア～」と上げていました。「出来る」って本当に嬉しいことなんだなと、見ている私まで嬉しさのおすそ分けををいただきました。 

さ～て、次は誰がこのバトンを受け取ってくれるのかな？ 



顧問かな？会長かな？副会長たちかな？それともベテラン指導員かな？お願いしま～す！！ 

 

黒田 

 

 

 

【245】平成 22 年度総会，研修会に出席して（2010/5/29） 

 

総会後，研修会を終えて，森長顧問から「帰ったら…」 

研究会での「こと」まとめて書きこんで欲しいという趣旨であったと思います． 

しかし，まとめようと思うととても私の場合時間がかかるので 

「帰ったら」にお応えするつもりで書き込みをしたいと思います． 

 

きっと研修会に出席された全員の方が出席して「よかった」と思われたのではないでしょうか． 

私も，今日の感想をまとめると「よかった」につきます． 

 

多くのことを語ろうとすると無理をすることになるので，簡単な書きこみです． 

 

先日の県大会二日目行こうか，行かないでおこうか迷いました． 

結局，無理をしないように行きませんでした． 

とても気にやんでいました． 

今日は，少しがんばって出掛けました． 

総会は少し眠りそうになったけども，研修会はとても私にとって「よかった」． 

あまりがんばりたくない．やっぱりがんばるとか，がんばらないとか意識したくない． 

でも，たまには自分自身にがんばったね，がんばってるねといいたいときあるかも． 

 

以上，松井ゆかりでした． 

 

過去ｌｏｇ 

2009/4～2010/3 

徒然ＢＯＡＲＤに戻る 

このページの TOP に戻る 

ＴＯＰページに戻る 

 

【244】年始に 失笑（2010/1/8） 

 

明けましたね皆様お変わりありませんか。 

 

今頃でもインフルエンザは流行っているようです。 

気をつけましょう。 

 

さて餅を毎年沢山色々な方に頂きます。 

なのに年末ダイソーに行って軽い紙粘土なるものを見つけせっせと作った鏡餅＆蜜柑！ 

 

改めて見たらばかばかしい出来栄えで必死に作った自分も笑えたのでどうぞ見て下さい。 

 

年始の疲れが倍増しちゃいましたか？！ 

 

そしてもう一つはフラワーアレンジメントで作った正月花です。 

 

寂しい一人暮らしなのにマメに飾っている私。 

 

どうぞ年始に失笑してやって下さいませ。 

 

五木村 小木曽早苗 

 

 

 

 

 

【243】あけまして おめでとうございます(2010/1/2) 

 

皆様新年明けましておめでとうございます。 

今年もよろしくお願いいたします。 

昨年は、２０周年記念事業を開催し、一つの区切りを付けたと思っています。 

２０年といえば成人となる歳でもあり、今年からは、更なる飛躍をめざして進んでいきます。 
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皆様方のご支援をお願いいたします。 

 

筒井 

 

 

 

【242】しんねんあけまして  

       おめでとうございます 

 

明日・未来にむかって 

  

    皆さんと共に 歩んでいきます 

 

 

 

２０１０、１，１  森長研治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【241】パワーアップ研修「みんなこりんよ ｽﾎﾟﾚｸﾁｬﾚﾝｼﾞ 2009」開催（2009/12/6） 

 

研究委員長の谷口です。 

 

１１月２９日（日）刈谷市心身障害者福祉会館で「みんなこりんよ スポレクチャレンジ 2009」が 

開催されました。このイベントは第３回パワーアップ研修の受講者が実行委員として半年間をかけて企画したものです。 

 

当日は５０名の参加者が１日体育館でいろいろなスポーツ・レクレーションで楽しく過ごしました。 

また多数のスポーツ指導員、それに加えて中京女子大、中部大学の学生さんの協力も得て 

無事終えることができました。 

パワーアップ研修のメンバーになり代わりお礼申し上げます。 

ありがとうございました。 

 

そして何よりも今回の受講者の川口さん、吉田さん、能津さん、片山さん、山口さん、本当にご苦労様でした。 

 

 

 

 

 

【240】スポーツフォーラムＩＮ愛知「スポーツの発展と地域活動」から 2週間 

 

未来への一歩を ささやかに しかし 確実に踏み出した 

 

みんな来りんよ！スポ・レクチャレンジ２００９が刈谷市を舞台に開かれた 



 

そのすべてが 手作りの自前の催し 

 

選手 39名  スタッフは 指導者協議会会員と中京女子大学そして中部大学の学生さん  

その数は 選手を上回る 総勢 90 名弱の熱気と歓声そして拍手がが 決して広くはない体育室に渦巻いた 

 

「スポーツの発展と地域活動」にふさわしいものだった 

 

キャリアアップ研修の集大成だ 4月から開始された企画と準備 夜遅くまで続いたミーティングを想像する 

 

実行委員のみなさんありがとう 

 

そして それをバックアップした 研究委員長を始めスタッフの皆さんの熱意には頭が下がります 

 

地元を中心に集まった 選手と家族のみなさんの あの満足げな笑顔を目の当たりにし  

さぞかし感無量だったのではないだろうか 

 

県大会や全国大会といったフォーマルな大会とは 一味違う 個人個々の素顔の魅力が私を包んだ 

 

「かまちゃん また おいでん みんなで こりん！」 

 

会場を提供してくださった 刈谷市 社会福祉法人刈谷市社会福祉事業団には この場をかりて 御礼申し上げます 

 

今後 これらが さらに 多くの方々との協働で県内各地に 広がることを 期待してやみません 

 

当然 私にとっても楽しい休日のひと時でしたでした 

                                                   

顧問  森長 研治 

 

 

 

【239】ぱわーあっぷ！お疲れさまでした!（2009/12/3） 

 

 「みんな来りんよ！スポレクチャレンジ２００９」の実行委員のみなさん、 

本当にお疲れさまでした。とりあえず会が無事に終わったことに 

「ホッ」としていることと思います（経験者は分かります）。 

 スタッフとして参加でき、とても楽しかったです！でも、ふわふわバルーンのせいで腕が筋肉痛です…歳のせいもあって…。 

 とても楽しかったので、余暇教室のクリスマス会のゲームとして、「的当てゲーム」「グループＤＥピンポ～ン」をパクろうと思います！！良いですよね！ 

「（影の声…）良いですよ！」   「ありがとう」「みんな来りんよ！より盛り上げ、クリスマス会を楽しみたいと思います！」 

 

－ 黒田 － 

 

 

 

【238】２０周年！バンザイ！（2009/11/22） 

 

２０周年記念事業に、スタッフとして参加できたことで、楽しい×２倍（もっとかな？）の時間を頂き、感謝しています。ありがとうございました。 

久しぶりに逢う仲間も居て＜同窓会＞気分も味わい、楽しいひと時でした（得した気分です）。 

今度は３０周年ですね！その時は顧問と会長は杖をついているのかな？な～んてね！     

 

－黒田－ 

 

 

 

 

【237】素敵な会でした（2009/11/16） 

 

20 年を振り返るには短すぎる時間でしたが温かいふれあいを有難うございました。 

 

この場にいらっしゃらなくとも試行錯誤の時代から会を作り出されてきたあるいはその歴史の 

時々に関わられた多くの皆さんの顔が浮かびました。 

 

旗に寄せ書きをしていて会が紡いだ 20周年の重みを思いました。 

縦糸と横糸を重ね織るような地道な作業の中で誰もがこの主役だったように思います。 

 

しばらくお会いしていなかった方々と久しぶりにお会いでき嬉しかったです。 

 

爽やかで熱くて一生懸命で楽しくて。 

素敵な場所ですねやっぱり。 

ね、森長さん 



 

小木曽早苗 

 

 

 

【236】２０周年記念事業（2009/11/16） 

 

２０周年記念事業が無事に終了！ 

 

準備にご尽力いただきました障害者スポーツ振興センターの方々や実行委員のみなさん ご苦労さまでした。 

 

そして ありがとうございました。 

 

副会長 吉田 

 

 

【235】未来へ（2009/11/16） 

 

本日、20周年記念事業のスポーツフォーラム in 愛知が開催されました 

 

三屋裕子さんのお話、河合純一さんを交えてのシンポジウム 

スポーツという一つの題材を通して、 

いろいろな角度からの視点でのお話を聞くことができました 

 

特に、シンポジウムでは、20 年の実績があったからこそ見えてくる 

成果や課題についての議論が重ねれたのではないかと思います 

 

そして、これからも、あゆみは続いていきます 

その軌跡を見える形に残していくことにも、力を入れていきたいと思います 

 

 

開催に関わった多くの役員の皆様、お疲れ様でした 

 

個人的には、オープニングから超かすれた声を披露してしまい 

ものすごく悔やんでおります・・・・・もうしわけない 

 

今日のお話が、若い学生さんたちの心に響いていたらうれしいですね 

 

お話を聞きながら、学生時代に活動に参加しはじめた頃の気持ちを思い起こしていま 

した 

「楽しそう」と思って始めた事が、周りの方々に支えられて今まで続けられたことに 

感謝です 

それから、最近、楽しもうとする心がちょっと置き去りになっていたことに反省です 

何となく、「初心」を思い出したような気がしました 

でも、なんだかんだ言って、やっぱりこの活動が好きなんだなって改めて思います 

 

これからも一年一年、私なりにぼちぼちと続けていきたいと思います 

 

yuno 

 

 

 

 

 

 

【234】関係の皆さん本当に ありがとうございました（2009/10/16） 

 

最初に 

 

愛知県選手団役員のみなさん 

 

とりわけ指導者協議会 会員の皆さん 

6月から始まった合同練習や 1 週間たらずとはいえ 昼夜の区別なく 

選手のサポートありがとうございました。 

日常の生活 仕事の調整を図りながらの参加 常識的に容易なことだとは思えません 

台風などアクシデントのなか それらを感じさせませんでした 



 

学校などから派遣された皆さん 

にわか役員団にもかかわらず すぐに溶け込んでいただき  

素晴らしいチームワークとなりました 

 

ご家族 関係の皆さん 

名古屋駅での見送り 新潟での応援 名古屋駅での出迎えと大車輪だったように思います  

選手はもちろんのこと 我々にとっても 大きな力となりました 

 

新潟県実施本部員 大会ボランティアのみなさん 

何かにつけて ご無理をもうしました それらに対して 親切丁寧なご案内や数々の支援には頭がさがりました 

 

 

最後になりましたが 選手の皆さん 大会が短かったですね 

もっと長く一緒に居たかった 

春の県大会で再会しましょう。楽しみにしています 

 

              愛知県選手団  総監督 森長研治 

 

※「あいしる トキめきだより」をご覧くだされば幸いです 

 

 

 

 

 

【233】楽しみです（2009/10/07） 

 

20 周年記念事業に向けてご尽力下さっている役員の皆様お疲れ様です。 

お忙しい中でしょうが宜しくお願いします。 

 

心から楽しみにしています。 

 

暫くお会いしていない方も多いだけに嬉しくてたまりません。 

この日に帰らなくていつ帰るんだか～ 

 

20 周年記念事業の翌週に五木村子守唄祭があります。 

田口地区に伝わる太鼓踊りの仲間に入れて頂き昨日から練習。 

 

…難しいです。 

踊りもリズムも体に染み付いた皆さんについていけるかなぁ！ 

 

本番は馬の毛を付けた笠をかぶり太鼓を抱えて叩きながら華やかな衣装で踊ります。 

小さな写真ですがおわかり頂けますか？ 

頑張ります。 

こちらも楽しみ。 

 

五木村民 小木曽早苗 

 

 

 

小木曽さん いつも見てくれてありがとございます 

メール１０月の始めに戴いていたのにＵＰできなくてすみませんでした 

私は２０周年の行事に参加できませんが 

久しぶりの再会 楽しんでいって下さいね 

榊原 

 

 



【232】トキめきの新潟大会（2009/9/27） 

 

結団式でした。 

ビデオ見ました。 

トキめいて、キラめいて、今年も現地での活躍を 

遠く名古屋から応援しています。 

 

久しぶりですが SUZUKI KEIです。 

転職して忙しく仕事していますが、 

みなさんの活躍はいつもしっかり見ていますから。 

 

今年も去年に続いて「有松しぼり組合」からしぼりのハンカチを 

提供させるのに成功。 

入場行進とかで有効に使って、 

有松の PR 

でもしてやってください。 

 

 

 

【231】事前事後で何でもやります(2009/9/19) 

 

昨日久しぶりに（もしかして今年度初めて）役員会に参加した。 

議題の中心は１１月１５日に開催される「２０周年記念事業」のこと。 

この日のために 役員のみなさんいろいろ準備を重ねてきている。 

私は当日 研修のため会場となるアイリスのすぐ隣にいるにもかかわらず 

何もお手伝い・協力ができない。（スミマセン） 

でも 事前事後でできることはなんでもしますね。 

ただ そうは言っても やはり当日協力できないのは無力です。 榊原 

 

 

２０周年事業の話し合いをする役員さんたち 

 

 

 

 

【230】一宮地区、今年も開催「第６回障害者スポーツ教室ｉｎいちのみや」（2009/6/24） 

 

 毎年恒例になりつっある障害者スポーツ教室が今年開催する事になりました。 

 今年は、講演会を開催します。テーマは「地域に根付く障害者スポーツ」で 

 北京パラリンピック、パーワーリフティング日本代表監督を務めだれた 

 石田 直章先生と、全国障害者スポーツ大会・ＦＤ、卓球の監督を務められた、 

 小野  隆先生を迎え、国内外の障害者スポーツ大会を踏まえて、地域に根付く障害者 

スポーツの可能性を考える。 

 

 日 時：９月６日（日）13：00 より 

  

 会 場：修文大学・一宮女子短期大学 

 

 参加費：５００円 募集期間：6/1 ～ 8/9 頃までです。 

 

又、当日の会場案内等のボランティアを募集しています。 

  みなさん宜しくお願いします。 

 

 連絡先：一宮支部（仮称）事務局 

     ０８０－３６４３－４７６７ 

 通話可能時間：平日：18 時～21 時 土日：終日可 

                 

                   担 当：本 田 

 

 

 

【229】平成 21 年度総会が無事終わりました(2009/5/25) 

 

5月 23 日（土）午後 2 時から県社会福祉会館で平成 21年度の総会が開催され、 



 

平成 20年度事業報告・決算 

平成 21年度事業計画・予算が承認されました。 

 

当日は、総会後、競技、広報、研究の各委員会報告と 

研修会として、昨年の全国障害者スポーツ大会大分大会のＤＶＤを上映し、森長顧問から全スポの意義についてのコメントがありました。 

総会に参加された会員の皆様ご苦労様でした。 

 

また、来賓として、県障害福祉課の小山補佐、愛身連の加賀会長、障害者スポーツ振興センターの山本所長の皆様にご出席いただきお言葉を頂きました。 

 

今年のメイン行事は 11月 15日に開催します 20 周年記念事業です。 

皆さんご参加ください。 

 

筒井 

 

 

【228】青空 （2009/5/20） 

 

みなさんのお手元に、『かける vol.９』は無事に届きましたか？ 

たくさんの会員のみなさんのご協力のおかげで『かける vol.９』ができました。 

今までと雰囲気を変えて、表紙もカラーに!!! 

空をイメージした表紙にしました。 

今までよりも薄くなってしまったけど、みなさんの活躍と一生懸命な思いがギュッと 

詰まった 1冊です。 

ぜひぜひ、隅々まで読んでいただきたいと思っています。 

そして、どしどし感想をお寄せください。 

 

先日の県大会、お天気に恵まれない中、1 日だけでも無事に開催できてよかった。 

久しぶりに会う選手の笑顔にたくさん会えました。 

会場中にカッパ姿があふれて、選手も役員もみんな同じ姿。 

ある意味、一体感があったかも？ 

本当にみなさん雨の中お疲れ様でした。 

 

この『かける』の青空がもうちょっと早くお届けで来ていたら、豊田の空にも青空が 

広がったのかも・・・ 

また青空につつまれた笑顔の奇跡が来年の今頃にお届けできるよう、次の冊子作りに 

とりかかります。 

みなさんの活躍を一つでも紹介できるよう努力していきます。 

ご意見、活動紹介、などなど・・・ぜひお寄せください。 

よろしくお願いいたします。 

 

広報 野村 

 

 

 

 

 

【227】かける vol.9 届きました(2009/5/18) 

 

作成・発行に尽力して下さった皆さん、いつも現場で活動して下さる皆さん有難うございました。 

笑顔が似合う仲間たちが集うこの場はやっぱりすごいなと思います。 

私がどれだけ大好きな春の豊田に行きたいか… 

 

あなたにもあなたにもあなたにも会いたいのです！ 

 

小木曽早苗 

 

 

 

【226】かける VOL9 届きました！」(2009/5/18) 

 

仕事から帰り、ポストに届いた封筒の厚みで「あっ！「かける」だ！」と分かりました。 

封筒を開け「お～っ！！」と、カラーの表紙に声を上げてしまいました。 

単純なので「すごい！」と思い、嬉しい？楽しい？なんかそんな気持ちになりメールしました。 

まだ中身はパラパラとしか見ていませんが、これからゆっくり見ようかと思っています。 

広報委員会のみなさんありがとうございます。お疲れ様でした。   

 

－黒田ー 

 

 

 

管理人より 



長い間メールが不通状態のようでした 

それすら 役員さんたちに指摘されるまで気がつかない 

サイト管理を怠けていました すみませんでした 

昨日 メールアドレスを変え（今までは迷惑メールが一日に山のように届き少々うんざり） 

無事再開通 

迷惑メールも無くなりました 

 

そんな日に 小木曽さん、黒田さんからの投稿 

嬉しく思いました 

時々はメール点検しますので また寄せて下さい 

 

 

 

【225】シーズン到来 豊田の八重桜は満開だった（2009/4/20） 

 

１８日の全国大会選考会（陸上競技・フライングディスク）には 行楽日和にもか 

かわらず 競技役員として多くの会員が参加くださりありがとうございました 

 

参加選手と支援関係者の真剣な眼差しに触れ シーズンの到来を実感した いちに 

ちでした 

 

これからも 会場をかえ ボウリング 水泳 卓球と毎週のように続きますが よ 

ろしくお願いします            

 

 森長研治 

 

 

 

豊田陸上競技場 満開の八重桜  

 （振興センター 矢ノ口さん撮影） 

 

 

 

【２２４】お久しぶりです（2009/4/10） 

 

「３年目」 

私は愛知・名古屋が大好き！ 

遠い熊本に来て暮らす中で、寂しい思いも勿論辛い思いもしました。 

だって知り合いも縁も無かった土地だもの。 

 

でも今は、「ずっと五木村にいて」とおっしゃって下さる方々がいます。 

私など大した存在でもないのに。 

嬉しいことです。 

それだけみんな小木曽さんに残って欲しかよって。 

 

休みの日朝からぐだぐだしていると… 

「おーい。きなこ餅持ってきたばい食べんね」 

「何しよる。暇なら遊びに来んね」 



とお誘いが。 

幸せなことですね。 

 

３年目も村で過ごすことになりそうです。 

久しぶりに皆さんにお会いしたく県スポ行きたかったのですが。 

どうぞお変わりありませんように。 

 

小木曽早苗 

 

追伸：早く姓を変えたいのですがなかなかね～ 

誰かいませんかね(^O^)v 

…と言い続けて早や 10年以上。 

助けてくれる白馬の王子やーい 

早く迎えに来て下さいな(笑) 
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【223】２００９年 あけましておめでとうございます (2009/1/1) もりながけんじ 

 

 

 

【222】「暑中お見舞い」（2008/8/3） 

 

 

暑い日が続きますが皆さんお元気ですか？ 

 

五木村でも挨拶は「ぬっかなぁ」「じゃっじゃっぬっかでやおいかんばい」ばかりです。 

暑～と言うよりぬっか～の方がぴったりくる気がします。 

じゃっじゃっはそうそうという相づち。 

やおいかんは大変だという意味です。 

 

今は夏休み子ども教室などに関わっています。 

ソフトボール教室や七夕飾り作り、下天草で宿泊し海水浴やペーロン体験など。 

可愛くて素直な子どもたちは村の宝ものです。 

 

五木弁が板についてきて焼酎呑みも絶好調。 

あまりにも馴染み「あんたは名古屋ん人じゃなか。五木に合ってるばってんずっと村におりない（いなさい）」と言われます。 

仲良しも増えて私はどこにいても人に恵まれ幸せです。 

 

とは言え遠い村にいても指導者協議会のメンバーです。 

愛知・名古屋の皆さん私を忘れないで下さいね♪ 

この HPを通じて笑顔と活躍される姿を私も拝見していますよ。 

 

姓も変わらずまるはちの日で何歳になるやら… 

(T.T)の小木曽早苗でした。 

 

 

 

 

 

 

 

【221】今年も、やります。第 5回障害者スポーツ教室 inいちのみや 来てね（2008/7/5） 
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恒例となりました。障害者スポーツ教室 In いちのみやも今年で５回目になりました。 

受講者と 当日の協力いただけるボラさんを募集しています。 

時間が空いていたら参加ください。 

 

とき:８月１０日  AM10:00～16:00 

場所:一宮市木曽川体育館 

実施種目:ボッチャ・カローリング 

 

 

問い合わせ先 

 

一宮支部事務局 

０８０－３６４３-４７６７ 

PM７時以降 

 

【220】いつも元気だよ 真っ青なスポーツカー 楽しみです（2008/6/1） 

 

 

七夕様のような愛知県スポーツ大会 それだけに できてよかった 嬉しかった 

ゆうこさん きおさん そして多くの皆さんに再会できた 嬉しかった 

 

私は そんなに元気のない顔していたのかなあ 実は眠たかったんです 

ご心配をかけました そして 十分にお話できる時間がとれなくてごめんね 

 

いいわけ日記 

2４日（大会第一日） 

：昨日は仕事で夜勤明け 夕方まで会議などがあって眠たい 夜はぐっすり睡眠をとるはずが 大会が楽しみでなんど

も目を覚ます 

  

 4 時 00 分 空を見上げて 降雨なし安心 

 5 時 30 分 出発 途中 コンビニでおにぎりと珈琲 そしてたばこを購入 

 6 時 20 分 豊田の競技場に到着 曇り空 静か 小鳥のサエズリが軽やか しばらく 車で休息 そして散歩 

 7 時 30 分 グランドに立つ 気持ちよい いよいよ始まる すでに何人かの役員が働いている みんな生き活きとして

いる 

 8 時 00 分 役員打ち合わせ 天候が少しだけ心配 でも 今日は大丈夫 

 

11 時 00 分 定刻に競技開始 緊張の瞬間 順調な運営 スタッフに 選手に感謝 そして天に感謝 競技を見守る 

11 時 50 分 つかの間の昼食弁当 おいしい 天気が少し心配  

12 時 50 分 競技再開 しばらくして無常の雨  

13 時 40 分 雨の中の競技となる 選手にカッパを着てもらう  大降りにならないでもらいたい 祈るのみ やせ我慢を

して雨に打たれる 全身ずぶぬれ 

15 時 00 分すぎ なんとか予定通り無事終了  最後の表彰を終える 安堵  役員は明日の準備に余念がない 

 

       雨は降りやまず・・・・・・・・ 

 

       夜になるにつれてなお時に強く降る 

 

25 日 

：少し寒気がする 早く床につくが 23時前に目を覚ます ＮＨＫの韓国ドラマを観る 眼が冴える もう眠れない 少しは

と横になっているが・・・・・・・・・ 

 

 3 時 00 分 5 時に豊田の会場で主催者と開催の可否を判断することになっている 土砂降りの中 車を出す いざ出

発 ゲンをかついで 再びおにぎりと珈琲 そしてたばこを購入 

 4 時 00 分 競技場着 小ぶりの雨 いいぞ いけると思う  

 5時 00分 「雨は お昼前にはあがる」そんな予報に力を得て 異論なく開催を決定 雨は降る続く 暫し喫茶店を探し

て車を走らせるが コンビニ以外に開いている店も無く 競技場に戻る 雨やまず 

 

 7 時 00 分 早い役員は雨の中準備をしている 

 8 時 00 分 空を仰ぐ 小ぶりだが雨やまず  選手は徐々に集まりだす 召集場所をスタンド下とする 

 9 時 00 分 未だやまず 

 9 時 30 分 あたりが明るくなり 雨あがりの気配 日差しを得る 

10 時 00 分 予定どおり 定刻の開会式 みんな晴れやかだ 

 

11 時 00 分 競技開始 順調な滑り出しとなる 

12 時 00 分 時折 睡魔に襲われる         

15 時 00 分すぎ  2 日間の大会を終える 選手や役員らの笑顔が印象的 

     

 夜は よく寝られました ぐっすりと 

 

 選手 関係者の皆さんの協力に感謝します 

 競技役員 ボランティアのみなさんありがとうございました 

 

 

 

 



        

この大会は奇跡の大会です 

 

 ゆうこさん きおさん そして多くの皆さんの元気な姿に再会できたことが もっとも嬉しかった 

         

                       大会総務 森長研治 

 

 

 

 

【219】障害者スポーツ大会お疲れ様でした（＾◇＾） （2008/5/31）                              

 

前日の雨でまさか(・・? と思いつつ・・・念のためラジオで確認したら・・・ 

実施します！！  思わずラジオを二度見して「うそっ」とつっこみ二度寝して・・ 

懐かしい顔に会いに行きました～  みんな元気でなにより・・（*^_^*） 

もりなが監督さんに挨拶に行った時、なんだか元気がない？と思ったのは気のせいかな？ 

元気ですか～～～(^O^)／  １，２，３、だ～～～っ！ 

私は今・・開発校で簿記の勉強をしながら教習所に通っています！ 

夏頃には真っ青なスポーツカーに乗り名古屋にドライブしちゃうかも？？？ 

真っ青な車に注意です・・・ 

それまで皆さんお元気で(^.^)/~~~  お疲れ様でした！！     

 

ゆうこりんより＼(^o^)／ 

 

 

 

【218】 ２４日・２５日の大会 （2008/5/23）  

 

皆さん いよいよ「愛知県障害者スポーツ大会(陸上・フライングディスク)」が５月２４日・２５日に迫ってきました。 

  

天候も気になりますが・・・・何よりも、選手の皆さんに久しぶりに会うことができるのが楽しみでなりません。 

  

元気いっぱいの笑顔に癒され、励まされて、また帰路に着くことになるのでしょう。 

  

いつかの大会のように 雨に降られても やろーね ！！！ 

  

選手の皆さん 声かけてください。  

  

吉田 

 

 

 

 

【217】平成２０年度の総会が無事終了しました （2008/5/19） 

 

会員の皆様 

5月 17 日（土）平成 20年度の総会が無事終了しました。行事の多い中出席していただいた会員の皆様ご苦労様でした。 

参加できなかった会員の方へも詳細は後日お知らせできると思います。 

引き続き会長を勤めさせていただきますので皆様のご協力をお願いいたします。 

 

筒井 

 

 

 

【216】かける８号 届きました（2008/5/19） 

 

15 日にかける 8号が届きました。榊原さん、研修委員の皆さんご苦労様でした。 

立派なできばえのかけるを手に取り、また自慢できるものが一つ増えたと感激しています。本当にご苦労様でした。 

  

このＨＰをご覧の会員の皆様へ 

ぜひ、一言でもいいですからかける 8号の感想をお寄せください。 

 

筒井 

 

 

 

【２１５】感謝！！！ ありがとう （2008/4/12）                            

 

榊原さん かける 8号 編集 ありがとう 発行が楽しみです 

原稿を寄せてくださった皆さん 関係のみなさんありがとうございました 

桜の次は 選考記録会 これも楽しみです 豊田でお会いしましょう      



 

 もりなが けんじ 

 

 

 

【214】皆に会いたい（2008/4/2） 

 

五木村の山々には山桜が煙るような淡いピンクの彩りを添えています。 

写真は川辺川とソメイヨシノです。 

身にあまるお言葉恥ずかしいけれど…有難うございます！ 

私も久しぶりに元気一杯の姿で春から皆さんにお会い出来ると思っていたのですが。 

 

嘱託職員として職員並に活躍せよと発破をかけられています。 

社会体育を主に担当し村民の生きがいや健康づくりに貢献していきたいと思います。 

大変ですが(>_<)頑張ります。 

『中年』の新人を温かい目で優しく指導して下さい、と挨拶しました(笑) 

五木村教育委員会の品位を失墜させぬよう大声でガハハと笑わずオホホと笑っておこう。 

五木ってどんな所？と思った皆さん。 

五木村役場の HP をご覧下さい。 

http://www.vill.itsuki.kumamoto.jp 

で感想など含め沢山コメントして下さいねっ。 

どこにいても愛知県障害者スポーツ指導者協議会の一員だと思っています。 

だって大好きな仲間が沢山いるのだもの。 

村内全戸配布で「さなえ便り」を出していた村の超有名人？！な 

 

小木曽早苗より 

 

 

【213】春なのに（2008/4/1） 

春なのに 綺麗な桜も・・・・。 

  

小木曽さん 近いうちにお会いできると思っていました。 

五木村のみなさんにも好かれているんですね。 

どこにいても小木曽さんの気持ちは他の人に伝わり 

そして周りの人たちをも優しくさせるんです。 

  

会えなくて残念ですが・・・ 

頑張らず、急がず、小木曽さん ら し く 五木村での生活を過ごしてください。 

  

今年は、全国障害者スポーツ大会が九州(大分県)で開催されます。 

時間があれば愛知県選手団を大分県で応援してあげてくださると嬉しいです。 

  

                          吉田 
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【212】春から（2008/3/23）  

春から名古屋に帰るつもりでしたが一転五木に残ることになりました。 

五木村役場非常勤職員として教育委員会付です。 

慰留して下さった皆さんに感謝し村のために身を粉にします。 

暮らせるか？何が出来るか？ 

ボランティアと立場が違うし不安はあります。 

疾風勁草、自分の信念を自問して頑張っていくしかありません。 

口ばかりと言われぬように実力見せんばんね。 

五木村に遊びに来て下さい。 

小木曽早苗 

 

 

【211】有り難うございます（2008/3/12） 

球磨焼酎と五木の美味しいものを呑み食いし過ぎてまたかなり越冬中のリスみたいになっていますけれどね(笑)！ 

春からは無職←痛い… ですが障スポボランティアは待ってましたという感じで楽しみです。 

吉田さん有難うございます。 

私も花咲く春が早く来ないかなぁと思います。 

皆さんに会いたいし。 

人生の春には縁遠くいつもののん気さは変わりません。 

 

小木曽早苗 
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【210】春よこい・・・・・（2008/3/11） 

 

小木曽さんへ  

春になれば会えるんですね。 

  

また、一緒に障害者スポーツを支援していきましょう。 

  

待ってますよ。 

  

                 副会長：吉田 

 

 

【209】春の足音（2008/3/10） 

４月から五木村で暮らして障害者スポーツでなく農山村のボランティアをしてきました。 

早くも任期が終わろうとしています。 

先日九州でも有数の福寿草群生地がある五木の仰烏帽子山に登りました。 

美しいでしょう。 

春の足音が聞こえてくるようですね。 

と言ってもつい最近も雪が降ったのですが。 

 

何の縁もなかった五木に来て本当に良くして頂きました。 

とても楽しく過ごせましたよ。 

大好きな名古屋 大好きな五木 

春は名古屋に帰っているかしら？！ 

 

小木曽早苗 

 

 

【208】かける８号にとりかかります（2008/3/7） 

 

だいぶ今年は遅れています 

進捗状況をブログでお伝えしますので 会員のみなさんときどきチェックしてください 

叱咤激励歓迎します 

こうでもしないと 今年はとりかかれません 

情けないけど できないのです 

 

編集委員榊原 

 

 

【207】新年 明けましておめでとうございます（2008/1/1） 

 

皆様 新年明けましておめでとうございます。 

旧年中は、協議会活動にご協力いただきありがとうございました。 

本年もよろしくお願いいたします。 

今年は、パラリンピックイヤー 初夢は、皆で北京ツアー 日本選手団の応援に行くぞー でした。   

   

筒井恵二 

 

【206】謹賀新年 （2008/1/1）  もりながけんじ 

 

 

 

【205】救命救急法「指導員」養成講習会の実施案内について（2007/12/28） 

 

ＮＰＯ法人日本災害救護推進協議会（神奈川県川崎市）から、下記のとおり講習会（有料）の案内を依頼されました。参加を希望される方は、所定用紙により申込みをしてください。 

 

記 

１． 講習会の名称 

障害者スポーツ指導者対象の救命救急法「指導員」養成講習会 

  日 時：平成２０年３月８日（土） 

  場 所：名古屋市障害者スポーツセンター 

 

２．申込み期限 

  平成２０年２月２５日（月）頃まで 

 

３．申込み及び問合せ先 

  ＮＰＯ法人日本災害救護推進協議会 

  ＦＡＸで申込み：０４４－９３１－６５７０ 

          

        愛知県障害者スポーツ指導者協議会事務局 

                   

案内はこちらから 
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申し込み用紙はこちらから 

 

 

 

【204】繊細な・・・（2007/12/26） 

 

皆さん X'mas はどうお過ごしでしたか？ 

私は実は 3連休含め名古屋に帰りました！ 

春から村民だった私には久しぶりの名古屋(T_T) 

 

嬉しくて献血に行きゆっくり矢場町などをぶらぶら。 

帰宅しようと地下鉄に乗りまさかな展開！ 

立っていたら手足先が痺れ始め目が回り吐き気。 

気づいたら車内で倒れておりまして。 

大体全く反対方向に乗っていたのがおかしい。 

何も話せず誰も助けてくれず何とか駅で降りホームのベンチに倒れ込んで。 

駅員さんに気づいて頂くも意識朦朧としていたらしく人生初の救急車搬送を体験。 

 

お疲れで久しぶりの都会でしかも献血が悪かったのでしょうか。 

一時的な症状だったようで点滴で収まりました。 

頑丈に見える私も案外繊細！？ 

皆さんもお体ご自愛下さい。 

 

P.S.春には帰ることになろうかと思います。県スポでお会いできると嬉しいです。 

小木曽 

 

【203】 今年も一緒に(2007/12/01) 

 

選手、役員の皆様。 

 

わか杉大会本当にお疲れ様でした。今年は愛知から皆様のこと、応援しておりました。 

なんでこんなに嬉しいんだろう。 

日記を読んで、妙に嬉しくなった。 

 

 「今年も一緒に」大会に参加させていただいた気分です。 

 

感動をありがとうございました。 

 

山口千恵子 

 

【２０２】障害者ベンチ・プレス西日本大会無事終了いたしました（2007/11/26）  

 

先日、告知しました。障害者ベンチ・プレス西日本大会は、無事事故もなく終了いたしました。 

 

本当に有難うございました。選手一同、事故も無く競技できた事に感謝します。 

 

そして、この大会にボランティアで参加して頂いた指導員の方に心よりお礼申し上げます。 

 

追伸 私、本田も、おかげさまで自己ベストを昨年より更新しました。 

 

本田武英 

 

【201】九州から愛を込めて 2007/11/18） 

 

皆様お変わりありませんか？ 

遠い五木村に来ても相変わらず（…永遠に？）名字の変わる予定の無い小木曽早苗です（泣） 

 

名古屋を離れあっと言う間に７ヶ月が過ぎました。 

暑さも長かった夏が過ぎて今は山々の紅葉が美しいです。 

もうすぐ研修会ですね。 

皆さんのお顔が拝見出来なくて残念です。 

 

今こうやって五木の地を訪れているのもボランティアとして。 

最近障害者スポーツに関わり出した頃を思い出します。 

ゆめぴっく愛知・名古屋大会から丁度 13 年、なんて。 

あの頃は県庁大津橋分室でうろうろしてたっけ。 

大学を卒業して半年で。 

新聞の小さな募集記事を見て応募した仕事。 

右も左もわからないまま大会実行委員会で走り回っていたっけ。 
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戦場みたいでしたよね！森長さん。 

当時の方々に可愛がって頂きいまだに縁があるのは嬉しいことです。 

 

あなたはどんなきっかけで指導者協議会に関わっていますか？ 

その頃の新鮮な気持ちは今も変わりませんか？ 

五木の友達がこの HP を見てくれました。 

私の名古屋での姿がちょっぴりわかったって。 

 

きっかけはいつも偶然で小さなものだけれど優しい人たちが助けてくれる幸せな人生です。 

次の春にはどこにいるかしら。 

名古屋にいるのかな。 

寒くなりますが皆様お体にお気をつけ下さい。 

 

 

【200】ん？？？？（2007/11/5） 

こんばんは。Kasaiです。 

 

榊原さんどうしたのかな？ なんとなく・・・ですが、今夜の雨と同じような波調ですか？ 

携帯の色かわいいですよ！ 

「らしくない」って、むずかしいですね。 

自分で思う「自分らしさ」と、人から見た「その人らしさ」とギャップがあったりして・・・。 

障害者の方の支援でも、「その人らしく過ごすことができるように支援する。」とか、言っちゃうときありますけど、「らしさ」のギャップは埋まるんでしょうか～ 

私の携帯もサブ画面が映らなくて、壊れかけてるので、そろそろ機種変しようかな？ 榊原さんのに負けないくらいかわいいデザインで！！！ 

 

【199】全然関係ない話ですが・・・（2007/11/5） 

 

先日 携帯電話が突然壊れてしまいました。まだ機種変更して１年しか経っていないのに(-_-;) 

携帯ショップに駆け込んでもどうしようもなく でも このままでは仕事に影響あるし・・・ 

仕方なく「どんなのでもいいからすぐ下さい」と機種変更 

でもって右の写真 ド派手なこんな色になった次第 

職場でも 身近な人からも 「らしくない色ね」と・・・うん 自分でもそう思うよ 

勝負の色 赤  よーしこうなったら毎日が勝負だ！ 

 

しかし 携帯なんて仕事していなければ私にとって無用の長物  実際に 公休日なんて携帯 鳴らないもん 

 

全然関係ない話ですみません・・・榊原 

 

 

 

【198】障害者ベンチ・プレス西日本大会 愛知で開催 !!（2007/10/31）                              」 

ベンチ・プレスのトップアスリートが、愛知に集結します。「07年度障害者ベンチ・プレス西日本大会」を下記の 

日程にて開催が決定しました。今大会は、来年に、迫った北京パラリン・ピックの最終代表選考も兼ねている大会です。皆さん是非応援しに来てください。  

  開催日時: 11月 25日(日)  13:00 試合開始 

  会  場: 名古屋芸術大学講堂 (会場案内図添付参考) 

  観  戦: 無 料 

   尚、大会に、私、本田も 75kg級で自己ベスト更新をめざして参戦しますので応援をよろしくお願いします。 

                                 本 田 武 英 

 

【197】最高!長淵 剛 障害者スポーツに「エール」を歌で贈ってくれた名古屋公演（2007/10/25）                             」 

 

10月 23日 日本ガイシホール(旧・レインボーホール)長淵 剛さんからお招きが有り、私達、障害者パワーリフティングのメンバーが、コンサートに行ってきました。 

エネルギシュなステージ、よくも、3 時間余りの公演そのパワーに魅了せれました。 

「剛・剛」の熱い声援、最近のヒットナンバーから、昔懐かしい、「純恋歌」・「乾杯」「とんぼ」など歌ってくれました。 

みんな、いつもの練習の辛さや、苦しさを忘れ、心一つになり、私達も、久し振りに燃え尽きた一夜でした。 

本当に最高な夜でした。長淵 剛さん、本当ありがとうございました。 

 

本田武英 
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【196】愛知県選手団 最高！（2007/10/24） 

 

１０月１１日から１６日まで、愛知県選手団の一員として息子が参加しました。 

まさか選ばれるとは思っていなかったので、戸惑いと驚きと、そして喜びと。 

しかし、息子はこの春体調を崩してしまい不調な日々が続いていました。 

でも、まわりの皆さんに励まされ、大会に向けての練習も週３回、熱心に指導してくださった先生のおかげで、体力が戻ってきました。 

練習は熱心に受けていたのですが、いざ大会が近づいてくると、不安と緊張がピークに・・・ 

皆さんの迷惑にならないだろうか・・・と心配しつつも、息子を信じ、指導者協議会・関係者の皆さんを信じ、秋田へ。 

私も、後から秋田にいきました。そして、大会後半秋田に来て本当によかったと、心から思いました。 

緊張しつつも、頑張る息子、支えてくれた選手団の方々、遠い秋田まで応援にきてくれた方、たくさんの人の思いがつまった会場でした。 

古田さんには、本当にお世話になりました。 

この感動的な大会は、一人でも多くの人に参加してほしいと思いました。 

本当にありがとうございました。 

 

新井 

 

 

 

【195】わか杉大会お疲れさまでした（2007/10/20） 

 

わか杉大会へ参加された皆さん本当にお疲れ様でした。わか杉日記昨年の兵庫日記に続いて楽しみに読ませていただきました。 

製作者の森長さんご苦労様でした。選手の皆さん秋田はいかがでしたか。いい思い出ができましたか。 

役員の皆さん、お疲れ様でした。 

応援の皆さん全スポいかがでしたか。 

今年は仕事の都合で参加できず寂しい思いで愛知の地から応援していました。 

皆さんこの思い出を大切に！！ 

 

筒井 

 

 

【194】 第７回 全スポ秋田わかすぎ大会（2007/10/17） 

 

開会式から閉会式まで、天候に恵まれ 

参加した選手、役員元気に愛知県に帰って 

きました。北島三郎さんが閉会式でてきましたが 

若い方も盛り上がり、年齢に関係ないのだと 

感心しました。 

フライングディスクコーチ  榎本ひろふみ 

    

 

【193】 ボッチャ競技大会終了しました （2007/10/9） 

 

 １０月７日（日）第６回あいちボッチャ競技大会が開催されました。 

この大会は、選手の技術アップ、選手の育成、交流などを目的としています。 

 今回の大会は、４０名の選手参加予定を大幅に上回り、６０名の参加がありました。 

また、横浜や神戸、京都などからも、世界レベルの選手が参加し、大変盛り上がりました。 

 一緒に、運営役員として、ご協力頂いた、指導者協議会の皆様のおかげであると感謝致しております。ありがとうございました。 

また、１２月１日には、県の大会も予定していますので今後ともよろしくお願い致します。 

         

あいちボッチャ協会  榎本ひろふみ 

 

 

【192】みなさん お疲れさまでした。（2007/9/30） 

9月 30 日に「みんなおいでん！！スポーツチャレンジ 2007」が刈谷市で開催され、盛況のうちに終了しました。以前にもお知らせしたように、 

このイベントは「企画・運営力パワーアップ研修」の受講者が実行委員として企画・運営したものです。 

年齢も障害も多様な参加者が指導員のサポートのもと、体育館の中で元気一杯スポーツで汗を流しました。 

笑顔笑顔があふれてました。笑い声が体育館を巡っていました。半日体を動かして疲れている参加者もいたと思いますが、帰っていく時はみんな指導員と固い握手をしていきました。 

「ぜひともこんなイベントなら継続してやってほしい」 

何人かの参加者の家族からはこんな言葉もいただきました。 

 

実行委員の 5 人のメンバーの皆さん、本当にご苦労様でした。まだ報告書の作成や費用の仕事が残っていますが、ひとまずイベント成功おめでとうございます。 

第 1 回目のメンバーの集まりから関わってきた者として、メンバーの皆さんの頑張りに敬意を表します。研究委員会としても予想をはるかに超える成果が収められたと思っています。 

スタッフとして参加してくださった指導員の皆さんもご苦労様でした。正直言って、指導員の当日欠席がほとんどなかったことに驚きました。 

これも皆さんが初めての試みを成功させたいという意気込みと想いの現われなのでしょう。 

 

イベントが終わってさっそくですが、近日中に第 2回目の研修メンバーを募集したいと思っています。 

自薦、他薦は問いませんので、是非とも今回のイベントに負けないような企画を立てたいと思っている指導員の方をお待ちしております。 

 

まずは研究委員会委員長としてお礼まで。本当にご苦労様でした。 



 

谷口政博 

 

【191】きっと出会える！ 夢と感動 （2007/9/27） 

 

 わか杉日記 号外 （pdf 41KB） 

 

 

 

【190】みなさんの声援届けてください！（2007/8/18） 

 

このホームページにも掲載されている「みんなおいでん！！スポーツチャレンジ 

2007」のスタッフ、参加者を募集しています。おかげさまでスタッフで協力していた 

だける指導員が多数集まってきています。 

実行委員会のメンバーは、研究委員会が開催している「企画・運営力パワーアップ研 

修」の受講者です。何度も何度もミーティングを重ね、参加者もスタッフも楽しめる 

企画になるようみんな本当に頑張ってます。 

是非ともこのイベントを成功させ、指導者協議会の更なる発展につなげたいと思って 

いますので、指導員の皆さんのご協力をお願いするとともに、実行委員会のメンバー 

に暖かい声援をお送りください。 

 

研究委員会委員長 谷口政博 

 

 

【189】五木村より（2007/6/14） 

 

失礼しております。 

県大会も終わり全国大会の強化訓練など忙しくなりますね。 

あぁ皆さんに会って沢山話したいなぁ。 

 

五木村に来てはや２ヶ月。五木村通信です。 

微力ながら林業にも農業にもそして地域の関係、消防団、観光協会にも関わって。 

いずれ福祉・教育分野にも関わりたい。 

やるべきこと成すべきことが少しずつ見えて来ました。 

色々頭で考えるより体で感じて成長しています。 

私たちの blog開始。 

http://blogs.yahoo.co.jp/green_earth_center 

NPO 地球緑化センターに携帯から送りそこで Up して貰って。 

だからリアルタイム更新でなく送ったのに blog掲載を忘れられることも…(T_T) 

五木村を見てぜひ感想なぞ書き込んで下さい！ 

PCつないでなくてすぐ見られないしコメント返しは難しい状況ですが役場の担当者も喜んで下さるので。 

すごく刺激的な日々。五木村は私に合っているようです。 

 

帰ったときちょっぴり私の居場所も残しておいて下さいね。 

 

小木曽早苗 

 

【188】みんなにあえて嬉しかったよ（2007/5/24）  

 

ゆうこさん ありがとう！ 

きおさん そして多くの皆さんにお逢いできる県大会 本当に楽しみにしていました 

  

当日は晴れてよかった お話をする時間がないのが残念ですが それは仕方がありません  

競技運営の立場上 積極的に応援できなかったですが心の中で声援をおくっていましたよ  

  

お元気な顔 勇姿に出会うことができたのが嬉しい 声を掛けていただいたのが嬉しい 

  

スポーツの大会だけれども 私にとってはスポーツだけではなく ほかの楽しみが満載の愛知県スポーツ大会です 

  

ありがとう 少しだけ元気がなかった 私ですが・・・・・・あの日だけは別 

みなさんのおかげです   

 

もりながけんじ 

 

 

 

【187】お久しぶりでした（2007/5/21） 

久々にお会いする事が出来てよかったです(^^)V 

森長さんと榊原さんも元気そうでよかったです！゛ 

貴生ちゃんとも県大会でたくさんしゃべったりしました。 

国体に行った頃の記憶がよみがえってきて、凄く懐かしく感じました♪゛  
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ゆうこ 

 

【186】愛知県スポーツ大会 （2007/5/20） 

 

５月１９日（土）豊田市にてフライングディスク競技（以下 FD 競技という）のお手伝いをしました。 

FD競技では、アキュラシー（的入れ）とディスタンス（遠投）の競技があります。 

これまでに比べ、愛知はディスタンスは、弱いイメージがありましたが、今回は違いました。 

７０メートルを超える大遠投もありました。はじめて、これほどの記録を目の当たりにしました。 

 また、今年は、女性の選手が増えたように思いました。今年は、４２３名の選手が参加し、１０年ほど前と比べると選手が 

増えたことを、改めて実感しました。いい大会だったと思います。 

 指導員の皆さんお疲れ様でした。  

 

榎本 博文  

 

 

【185】３８歳の分岐点（2007/5/3） 

昨年、１０月・全スポが終わり、自分の身辺が目まぐるしく代わり始めた、何がそうさせたのか、僕には分からない。周りの人々に、身を任せたまま、気ずいたら、今にいたっている。 

入社して、１７年・初めての人事移動、家の新築、自分で考えていなかった事が、 

この半年の間にめぐりめぐって起きている。 

ここが、人生分岐点だとするならば、今後・指導員 

としての自分・アスリートとしての自分、今後の人生 

の生き方が、どう代わっていくのが、自分自身興味心身だ。 

 

                   ＢＡＹ Ｔａｋｅｈｉｄｅ  

 

【184】五木村通信（2007/5/1） 

 

かける vol.7 有難うございました。 

私は今熊本県五木村に暮らしています。思いがけない展開に誰よりも自分が一番驚いています。 

役場を通じての村おこしのお手伝いですが仕事を辞めると決めてから色々運命的に。 

農林業を越え色々携われそうな予感です。 

見知らぬ土地・人達なのに前から知っていた様な気さえします。 

皆五木村を好きになって欲しいという気持ちがストレート。 

表面だけの会話でなく熱い思いが伝わってきます。 

きっと新しいことができる。 

一緒に頑張ることになるこの村の人たちは村を愛する心と様々な危機意識を持っているから。 

熱い気持ちを見せれば何とか応えてやろうと努力と人脈を惜しまない 

。ここに育ち暮らして来なかったことが損に思えます。 

勿論これから暮らしの現状と現実を見て村の厳しいあり方を知るのでしょうが。 

五木村が大好き。誰にも邪魔されない私の選んだ私の道です。 

ばってん名古屋に帰さんけんね、と言ってくれる皆が大好き。 

優しく働き者のこの村の人たちは人間不信になりかけ忘れかけていた私に思いやりと労働の喜びを温かく灯してくれるのでした。 

勿論愛知の障スポに携われないのは寂しいです。 

帰る時が来たらすぐ戻って活動したいなぁ。 

P.S.急カーブ、橋、トンネル、山道、急坂ばかりの五木村で生きていくため 16 年純ペーパーな私は火曜より、大丈夫ばいの一言で軽トラを

運転させられている。前進しか出来ない～涙涙。 

研修委員御免なさい。三品委員長に宜しく。 

 

小木曽早苗 

 

五木の子守歌で有名な五木村からのお便り 

小木曽さん また時々お便りくださいね 【aslad administrator】 

 

 

【183】管理人より （2007/4/26） 

 

少しだけ整理しました 

２００７年度もみなさんからの情報提供、活動報告お待ちしています 

 

誰かホームページの整理の仕方 教えてください 

何をどう整理したらいいのか わかんないくらいごちゃごちゃしています（まるで私の部屋みたい） 

 

榊原 

 

 

 

【１８２】初級・指導員養成研修！！（2007/4/6） 

 

平成１９年２月５日～８日 

初級・障害者スポーツ指導員養成研修会、お疲れさまでした。 

 

講師の先生方・一緒に講義を受けた皆様・この養成研修会に携わった皆様、お疲れ様でした！！ 



 

 乗りなれない通勤電車には、外国行き並みのガード（貴重品はコートの内側・カードは携帯せず・現金は少し・口にはマスク）で挑み、 

久しく体験していない、講義には毎日一本の”眠眠打破”を飲み干し、いざ出陣！！ 

 

 講義に実技どれをとっても、久しい事ばかり・・・でも、二日目の実技で少しずつ、皆さんとお話をするようになってからは、 

なんだか学生に戻った気分で楽しかったです。ドッチビーではなんだか仲間意識もでちゃって・・・（逃げ専門でしたが）。 

 

 初日のレポートは、３時間もかかり、スイッチが切れたように眠気との戦いでした・・・ 

努力空しく、文才のない私のレポートは、講師の先生方にだすのが申し訳ない出来でした・・・トホホ 

 

と・に・か・く 無事修了し 本当にお疲れ様でした。 

 

またどこかで皆さんに合える日を楽しみにしています。 

 

ばんざ～い・ばんざ～い・ばんざ～い 

 

瀬尾 友美 

 

【１８１】2007春への想い（2007/4/1） 

 

仕事を辞めた。 

私にとって働くことはいつも「とっておき」のはずだった。 

心機一転とはいうものの、やっぱり悲しい胸の内。 

 

でも人生の岐路においての選択には、正しいも間違いもきっ 

とないはずだ。 

それが一時の迷いでも本意でないことでも突発的な決断でも、 

後で振り返った時にこの道で良かったと思える日が来るかも 

知れない。 

 

障害者スポーツとは？だった私が、ゆめぴっくでの偶然の出 

会いを得てこうやっていまだに携わっている。 

そうだ、あの時だって間違いなく大きな岐路にいたはず。 

様々な出会いや喜びがあった。 

－この道で良かったからなんだ。 

心からそう思う。 

 

 

しばらくまた、協議会の活動から遠のいてしまいます。 

近年及びこの度はご迷惑をおかけしてすみませんでした。 

ネット環境にないのでＨＰもなかなか拝見できませんが 

きっとパワーアップして戻ってきます。 

とーとー猪突猛進年女だし！！ 

 

皆様へ感謝を込めて  

 

早苗 

 

 

過去ｌｏｇ 

2006/4～2007/3 

徒然ＢＯＡＲＤに戻る 

このページの TOP に戻る 

ＴＯＰページに戻る 

 

【180】新たなお仲間さんとの 現場での再会を楽しみに（2006/2/21） 

 

先日 障害者スポーツ振興センターが主催する 「指導員の養成研修会」が 名古屋市内で開かれた 

一番バッターとして「障害者福祉概論」を担当した （行政説明のようで 面白くないテーマ  受け持つことには若干の不満もあるが 役割として仕方がないと諦めている） 

 

テーマから少し脱線気味に 私論も含めて ３時間 一方的にお話しさせていただいた 私なりにはかなりの時間を準備に費やしているものの  

みなさん退屈であったであろうに 辛抱していただき 熱心に傾聴いただき 本当にありがたかった 

 

一昨日 主催者がまとめた レポートを見せていただいた 

どれもこれも 真剣で真摯な内容  あらためて嬉しかった 

 

その中には 質問や疑問、提案メッセージもみられた  考え込んだ 個々の方々にどこで どのようにお応えすべきか   

「みなさんにはスポーツ活動の現場で お仲間として再会できる」 

 

とりあえず 星が丘で 豊田で 安城で いろいろな活動現場で 「より具体的にお応えしたい」と思った そして みなさんから多くを学びたいと思う 

現場での再会を楽しみにしたい                         

 

もりなが けんじ 
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【179】かけるについて（2007/2/14） 

 

トップページに進捗状況ブログを貼り付けました 

編集作業の状況を出来るだけ 随時 ご報告します 

ときどきご覧ください 

今年はかなり遅れていますかける 

編集委員 榊原 

 

【178】あけましておめでとうございます（2007/1/1） 

会員各位 

新年明けましておめでとうございます 

昨年は、皆様の活動に支えられ指導者協議会も無事その責任を果たすことができました。 

今年は、いのしし年とはいえ猪突猛進ではなく落ち着いた活動で前進していきたいと思います。 

今年度は、新たに運営企画力パワーアップ研修を行い指導員としてのステップアップを図っていきたいと思っています。 

皆様方のますますのご支援をお願いいたします。 

２００７．１．１ 

筒井恵二 

 

 

【177】はつはるのおよろこびもうしあげます（2007/1/1） 

             もりなが けんじ ここをクリック 

 

【176】のじぎく兵庫大会お疲れ様でした（2006/11/7）     

さっそく書き込みをしようと思いながら、あれから、すでに何日も過ぎてしまいました。 

大会を終えると、次々に昨年の岡山大会のことも思い出しました。 

岡山大会では、雨に泣かされたものの、今回は快晴、快晴 

開会式には参加しなくてもいいものかも？と思っていた私でしたが、非常に感激しました。 

そして、何よりメダルを取った取らないに関係なく、選手の嬉しそうな顔が印象に残っています。 

一緒に出かけた散歩もこの大会に参加したことの大切な思いでの一つになっています。 

 しかし、少し淋しかったこと 

たまたま、泊まった宿が神戸市内ではなかったからか、街の人たちから声をかけられませんでした。 

岡山では、歩く人や商店街の人に何人も何人も、「愛知ですか？がんばってください」と声を掛けられました。 

今回は、ホテルのエレベーターの中でお一人だけ、愛知からたまたま出張で来られた方に「がんばってください」と言われました。 

都市の大きさが違うからか？宿泊先が悪かったのか？大会に直接は関係ありませんが、淋しかったかも？ 

  

私にとって「のじぎく大会」は、選手の明るさやコーチ陣に恵まれ、非常に感慨深い大会となりました。 

改めて、選手の皆さん、コーチの皆さんありがとうございました。 

また、大会に参加された関係者の皆さんお疲れさまでした。 

  

フライングディスク同行 松井 ゆかり 

 

 

【175】未希ちゃんおめでとう！！ （2006/11/4）                           

 

「のじぎく兵庫大会」、開会式をテレビで見ていました。盛大でしたね。 

障害者スポーツ大会は、耳にする程度で内容は知りませんでした。 

今年の県大会に息子が陸上で出場して、はじめてわかりました。 

息子は、地域の中学校に車イスを使用して通っています。障害者スポーツの事を 

ある方から教えてもらい、体育の授業に取り入れてもらいました。 

はじめて出る県大会に向け、春休みも熱心に先生が指導してくれ、ビーンバック投げで金メダルをとる事ができました。 

学校でも、朝礼の時に報告してもらい、町の体育功労者スポーツ賞もいただき、息子にとっても自信が持てたと思います。 

中学校の文化祭では、息子が障害者スポーツ県大会の事をまとめ、体育館に貼りまし た。 

（写真を撮ってくれた先生・資料となったこの HP、ありがとうございます。） 

一般の人にも知ってもらいたいと思いました。 

未希ちゃんは、息子の学校の先輩になり、金メダル 2 個獲得にびっくり。とてもうれしいです。 

来年も、よろしくお願いしまーす。 

                          雅貴母より 

 

                                  中学の文化祭で障害者スポーツ大会についてまとめました。→ 

 

 

 

【174】「ひょうご 日記」のアップおめでとうございます（2006/11/2） 

大変な作業だったと思います。特に、参加した皆さんにもぜひ見てもらい、あらためて大会を振りかえり、感想を聞かせて欲しいと思いました。 

ところで、１１月１日（水）の朝日新聞朝刊の尾張版にフライイングディスク選手の永田未希さんが２つのメダルを首からかけて、誇らしげに写真が出ていました。 

 今回の大会でメダルを取られた方には「おめでとう」を言いたい。しかし、取れなかった選手にはどういったらよいのか。 

「おつかれさま」「無事参加できておめでとう」いろいろ声のかけ方は有ると思う、その選手は、どういう言葉をまっているのか、それとも無言がいいのか。 

ＦＤで例にするのも何ですが、過去の大会で１人だけ、メダルの取れなかった選手がいた。励ますのか、なだめるのか、一緒に悔しがるのか、 

対応に苦慮したことを、徒然なるままにふと思い出した。     
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榎本 はくぶん 

 

 

【173】ひょうご日記ＵＰできました（2006/10/30） 

なんとか かんとか あれや これや とやってみてようやくＵＰすることができました。 

ただ まだデータとしては容量が大きく でも 私の技術をもってしたらこれが限界です。 

どなたか もっと軽くする方法を知っていたら教えて下さい。 

 

ひょうご日記はホームページ用に一部修正してＵＰしました。 

どうぞ ご覧下さい。  榊原 

 

 

【172】愛知県選手団のみなさまお疲れ様でした（2006/10/25） 

 

 第６回全国障害者スポーツ大会の日程が無事終了しました。参加された愛知県選手団の 

みなさん、お疲れ様でした。そして、応援に来られた家族や先生方お疲れ様でした。 

 解団式のとき総監督が言われた「身体は疲れているはずなのに心は軽やか・・」のお話に共感したのは

私だけではなかったと思います。今年も多くの笑顔、感動の涙をいただき感謝しています。特に、入場行進

や閉会式で他県の方とも手をつなぎトラックを走ったこと、そして名古屋駅で選手を迎える家族に「がんば

ったよ」と答える選手、そこには出発前の不安に満ちた表情から、この大会を通してたくましくなった選手に

対する家族の安堵感や愛情が自分自身のことのように感じることができ感動しました。また、森長さんの

「ひょうご 日記」は、この大会をよく知らない職場や友人たちに様子を伝えるのに活用させていただき、自

分の思い出としても大切にしたいと思っています。この場をお借りしまして、改めて関係者の皆様に御礼申

し上げます。 

 ありがとうございました。 

 

「のじぎく大会」 フライングディスク コーチ   

えのもと きょうこ 

 

FD選手のみなさんです 

 

当ホームページの管理人榊原です。 

全国大会での汗と涙と睡眠不足の結晶「ひょうご日記」を PDF に変換して UP しようと努力しているのですが 

データが大きすぎて？か私の UPの方法が悪いのか、UPできません。悲しい・・・ 

会員のみなさんにも全国大会の様子を知っていただきたいのに・・・・ 

ここで紹介できないので「ひょうご日記」はかける 7号に掲載しようと思っています。 

少しだけ楽しみ待っていてください。 

 

【171】愛知県選手団のみなさん全国大会お疲れ様でした(2006/10/18) 

 

はじめて、応援にいきました。しかし、入場券がなかったので、 

橋の入り口までしか入れませんでした。スタジアムは遠かった・・・。 

フライイングディスクでも厳戒態勢で、観客と関係者は別々でした。 

沿道には警察官、入り口では、赤外線でチェックされ、手荷物も開けられました。 

ペットボトルのお茶も紙コップに入れられました。 

応援も大変だなと思いましたが、安全を管理している方はもっと大変だったと思います。 

そうした、陰の力もみんなの力になったと思いました。   

 

榎本 博文 

 

【170】全スポご苦労様でした(2006/10/17) 

10月 14日から 16日まで開催されたのじぎく兵庫大会に役員として参加された指導員の皆さんご苦労様でした。 

睡眠不足はあるものの事故もなく無事帰ってこられほっとしています。 

大会の詳細は、写真入りで紹介されると思いますので楽しみにしていてください。 

 

筒井 

 

 

【169】のじぎく兵庫大会への  本格的な助走がはじまった(2006/10/7) 

 

愛知県選手団 17２名  のじぎく のように 可憐に はばタン のように力強く！！ 

 

10 月 12 日木曜日  

14 時 34 分  のぞみ 29 号 名古屋駅を出発予定 

 

休日を利用して 仕事の整理と 大会資料 そして頭の整理に奔走中 

 

この大会には 地元の県市民らの多くの想いが集約されていると聞く  

私にとっても 「かける６号」 で触れたように フェスピック大会からの縁 

大会期間中 現地での 雑多なエピソードを綴って 「かわら版」 にしてみようと思う  

 

 

多くの皆さんの暖かくて 力強い声援をお願いします 



 

ユニバースタジアムで「はばタン」そして「モー太」にあえるのを楽しみに！！ 

 

                                         もりなが けんじ 

 

【168】9.03 障害者スポーツ教室ｉｎいちのみや無事終る！（2006/9/11）                               

 

一宮地区は、以前から告知等していました。 

「第３回障害者スポーツ教室ｉｎいちのみや」９．０３に 

開催しました。残暑厳しい日にかかわらず、２０名の 

受講者に参加頂き、「フライング・ディスク」・「レジスタンス・トレーニング」を熱心に受講頂きました。 

参加者の方は、日頃の運動不足を解消する可の 

ように頑張って見えました。 

 

受講者の皆さん、はじめ、御協賛・御後援頂いた 

方々に厚く御礼申し上げます。 

ありがとうございました。 

                   一宮地区一同 

 

 

【167】みなさまへ （2006/8/27） 

 

残暑お見舞い申し上げます・・・ 

８月末日晩夏です。 

とはいえ 百日紅（さるすべり）も まだまだ元気真っ盛り 

私たちも・・・ みなさんお変わりありませんか 

 

 

【166】一宮地区・指導員研修会開催 ８．０６（2006/8/9）                              」 

 

８．０６一宮地区は、指導員実技研修会開催しました。９．０３に開催される「地区主催：障害者スポーツ 

教室」の実施を目的とし、指導員・ボランティアの方々、熱心に研修をうけました。内容は、「レジスタンス・トレニーング」の講義、 

つづいて、私、本田のベンチ・プレスの公開デモ等 

皆さん熱心に聞き入って見えました。 

 

講師の、石田 直章 先生、有り難うございました。 

参加されたみなさんお疲れ様でした。  本田 武英   

 

 

【165】一宮地区・スポーツ教室、再度受講者募集（2006/7/22） 

 

一宮地区は、９月３日（日）開催する 

第３回障害者スポーツ教室ｉｎいちのみやの受講者を再度募集します。 

 

会 場：アイプラザ一宮 

会 費：５００円   

    障害者・一般・親子 各 

 

種 目：レジスタンス・トレーニング 

    フライング・ディスク 

 

締め切り ８月１３日頃 

問い合わせ 地区専用ダイヤル 

        ０８０－３６４３－４７６７ 本田 まで 

   

 

 

【164】後夜祭 閉会式が楽しみです（2006/7/11） 

 

のじぎく兵庫大会のファイナルコンサートのチラシを手にしました。 

高石ともやさんの名を発見！ 

うれしいなあ・・・ 

その他も イルカさん 南こうせつさん 杉田二郎さんと豪華なゲスト 

さすが 神戸！って感じです 

大会はもちろんのこと 久しぶりに後夜祭 閉会式も楽しみな大会になりそうです 

 

先日 神戸に行ってきました     さかきばら 

 

 

【163】楽しめる場所が見つかるといいですね（2006/7/2） 
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川瀬さん＆藤元さん 楽しく活動ができる場所が見つかるといいですね。 

そして、楽しい仲間との交流の機会を増やしていってください。 

どんな展開になったのか、また機会を見つけてお知らせください。 

お待ちしてま～す。               よしだ 

 

 

【162】有難うございました（2006/6/30）                              

6/24に西三河のスポーツクラブの件で掲示していただいた藤元です。 

貴重な情報ありがとうございました。 

早速参考にして問い合わせてみます。 

他にも、情報をお持ちの方がいましたら教えて下さい。お待ちしています。 

                              藤元 

 

【161】こんなのがありました（2006/6/27） 

内容は分かりませんので、推薦するものではありません。 

問い合わせてみてはいかがでしょうか。 

 

ここをクリック 

 

 

【160】安城市、西三河の方 力を貸して（2006/6/25） 

 

ご本人やお母さんが安心して楽しめる活動の場がみつかるといいですね。 

 

●何よりも障害に対する基本的な知識と理解があるスタッフが必要。：達成可能な、具体的な目標がプログラムできる。「むやみに頑張れ」にならない。ご本人にあった「コミュニケーションをサポート」できるスタッフ 

 

●個人のペースで活動できるスポーツ：皆と一緒に、誰かに合わせるなど、チームのためになどの、チームワークを要求されるスポーツは、ストレスが増えるかもしれないですね 

 

●複雑でない単調で見通しがきくスポーツ活動がいい：活動の内容が複雑で、日程・課も複雑であれば、混乱が生じやすくなる 

 

安城市自閉症児の自立を目指す親の会「めーぷる」のお母さん方なら地元の情報をおもちではないのかなあ 

 

このまえは、春日井でしたが今回は 安城市 西三河の方 力になって 

 

                                  もりなが けんじ 

 

 

【159】スポーツクラブ紹介してください（2006/6/24） 

小学校２年生になる男の子がいます。自閉症のようで、周りの子と同じ事をするのが難しいみたいです。 

学校を帰ってから、友達と遊ぶ事は出来ますが、もめごとも多いです。 

ストレス発散もかねて、スポーツクラブに通わせたらと思いますが、この様な子どもでも受け入れてくれる 

スポーツクラブは、安城市または周辺にありますか？       

 

安城市 藤元です。 

 

 

【158】ありがとうございました（2006/6/3） 

皆さん、県大会お疲れ様でした。岩橋由幸です。 

 

 思えば１年前に同じ豊田市の陸上競技場で行われた全スポの選考会が始まりでした。 

自分がどれだけ走れるのかの知らず選考会に出場したのを覚えています。去年愛知県の代表になれて本当

によかったと思っています。 

まさか、第二希望の種目の砲丸投げで頑張れるとは思ってもいませんでしたが・・・。 

岡山大会以降、愛知県の身体障害者の陸上のクラブに入り、日本身体障害者陸上競技連盟の主催する大会

に参加しています。 

岡山大会での皆さん（愛知県障害者スポーツ指導者協議会の皆さんと岡山大会での選手たち）の励ましで今

でも個人で陸上の選手として頑張っています。本当にいい人たちに出会え、人生が変わったように思えます。

出会えなかったら平凡な普通の生活だったかも知れませんが、みなさんのおかげで自分自身を輝かせる、自

分の価値を感じられるチャンスを手にしました。 

 今回の県大会に参加して感じたのは、選手の多さとその選手をまとめて運営する方々の苦労です。「なんで

こんなに選手が多いのだろう？」と思いました。でもそれだけみんな外に出て楽しく何かに向かって頑張りたい

のではないでしょうか？それだけの気持ちをもった障害者のみんなもなかなか外に出て自分を表現したり、目

標を持って、今の自分にできることをするチャンスが少ないのではと感じました。機会や場所が少ないのも現

実で、それだけにこの県大会には多くの選手が参加するように思います。その選手の群れをしきる役員の

方々には驚きました。「本当に大変だろうなぁ」なんて思いつつ、自分の競技の前にはちゃっかりアップをして

本番を待っていました。選手それぞれ障害は違っていて、選手によって対応などを考えなければならない中で

の運営。それは完璧に行うことは無理かもしれませんが、その都度選手、役員双方が何かを学んでいけるの
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も良いことと個人的には思っています。岡山大会でいろいろな障害をもった選手と共に過ごした数日間で自分

の学んだことを今後は活かして、選手としてだけでなく、選手をサポートできるようになりたいと思っています。

今度は運営のほうで何か自分にできればと思っていますので、私でよかったら少しの助けでもほしいときには

声をかけて下さい。 

 懐かしい方々との再会があり、私も少し恥ずかしいような、ほっとするような気持ちになりました。大きな大会

を前に、原点を振り返ることができ、新たな勇気と決意が心の中に芽生えました。来週１１日も大阪で日本選

手権です。７月には関東選手権、秋にはジャパンパラリンピ 

ックに出場できるようにこの２大会を精一杯頑張ります。 

 皆さん本当にお疲れ様でした。またありがとうございました。 

 

 私は名古屋に５月に引っ越しましたので、愛知県の大会には今後出場できませんが必ず一年に一回は会え

るはずです。またお会いできる日を楽しみにしています。 

 

追伸 

 三品さんに会いたかった・・・。 

 

 〒467－0708 

  名古屋市瑞穂区駒場町１－１０－１ドーム桜山３Ｂ 

  岩橋 由幸 

 

【157】川瀬さんより（2006/6/2） 

 

先日、愛知県障害者スポーツ・・・にスポーツクラブの件で問い合わせた所 

プログに載せて頂き、その結果、地元で活動されてる方から案内が寄せられました 

ホントに感謝です！！さっそく見学にお邪魔したいと思ってます 

皆さんありがとうございます！！感謝！感謝！  

 

【156】春日井で活動しています o（＾-＾）o（2006/6/1） 

こんにちは！会員の笠井です。 

【１５３】の川瀬さんの障害児対象のスポーツクラブはありませんか？の情報ですが、 

春日井市の松原小学校（東野町）の体育館で土曜日 午後２時３０分～３時３０分にスポーツ教室をやってま～す！ 

障害のある子もない子も一緒に参加しています。 

  

この活動は今年度で５年目になりますが、のんびり？過激に？楽しくからだを動かしています。 

運動神経がとてもいいので、陸上か体操を・・・との事ですが、ご本人に上達したい！という意識が 

あるのかどうかわかりませんが、参加している子どもたちは、模倣などから、「できる動き」が増えているように感じています。 

  

子どもたちの成長を、関わっている人達と一緒に感じられることも嬉しいのですが、 

・個々の障害の特性について理解を深め、家族以外でも支援する人が、一人でも多く増えてくれたらいいなぁ 

・障害児のきょうだい同士、つながりが持てる場所になるといいなぁ 

・参加した人みんなが楽しみになる場所になるといいなぁ 

・本人の生きる活動範囲の選択肢を広げる経験を増やしたいなぁ 

  

など、そんなことを思いながら、活動をぼちぼち継続しています。 

ですので、障害があってもトップレベルの選手に育てる！とかそういう意識はありませんが、 

才能を伸ばすことのお手伝いを一緒に考えたりできるといいと思いますがどうでしょうか？？？ 

  

  

６月の予定 

  ３日 小学生対象の体操  

１０日 フライングディスク 

１７日 ３歳～６歳児と発達に遅れのある子ども対象の体操 

２４日 お楽しみレクリエーション 

  

  

自閉症のお子さんのようですので、第３土曜日の体操が、導線などワンパターンで参加しやすい？ 

絵カードなど視覚的に理解しやすいようになっているかな？っと思いますが・・・。 

  

いずれも私は、１時頃から体育館にいますので、興味があれば、声をかけてください。 

  

  

また、活動の場をお探しの指導員さん！ぜひ、一緒に参加してください。色々アイディアくださーい 

よろしくお願いします！！！ m(_ _)m 

  



【155】終わっちゃった（2006/5/30） 

 

日曜日の県大会をもって今年度一連の県大会行事が（私の中での県大会という意味）終わってしまった。 

全スポの予選会から始まり一ヶ月余りの凝縮された素敵なシーズン 

今年も 懐かしい顔に出会うことができた 

目と目であいさつをかわすだけでも お元気そうな様子 お変わりなく生活している様子がうかがえる 

久しぶりだと少し照れくさいけど この瞬間がとてもいい 

この二日間だけは超早起き でも全く苦にならない 

来年もまた早起きして みなさんをお出迎えしよう 

・・・ということで 今日からシーズンオフ       榊原 

 

 

【154】地域での生活を支えるお仕事のなかで、お嬢さんにスポーツ活動をとのこと（2006/5/26） 

 

お相手のお嬢さんは 自閉症に加えて知的障害なのかな と推察します 

 

「幼い障害児のためのスポーツクラブ」を おさがしとのこと 

名古屋市の名東区に「市障害者スポーツセンター」がありますので遠くてもということであれば 各種のグループはあるように思っています ホームページを検索されて既にご存じと思われますが  

まだであれば直接お尋ねになれば 詳しく教えてくださると思います 

残念ながら 春日井市内では 知りうる限り「専門のクラブ」はないように思います 

 

これもご存じかと思いますが 浅山町の総合福祉センター内に「サン・アビリティーズ春日井」というところがあって障害者スポーツのグループが定期的に活動しています  

あくまでもご本人が好きであればとの前提ですが そこの利用は個人でも可能だと思いますので とりあえず場所の確保はできると思われます  

ボールなど使って身体を動かしてみるのも良いのではないでしょうか ご本人が興味を示されるのなら ひょっとしたら そこを利用する方々とお知り合いになられて  

よいアドバイスやグループに関するが情報が得られるようにも思われます。 

 

また 春日井市内の 同業者（ホームヘルプサービス、デイサービスの事業所）の方がよい情報をお持ちではないのかと思われますので お尋ねになったらと思います 

 

具体的にお役に立てなく 申し訳ありません  もりなが けんじ 

 

【153】教えて下さい（2006/5/25） 

 

はじめまして 

 

私は知的障害児のヘルパーをしてます川瀬と申します 

私が預かってる子供の中に運動神経がとてもいい子がいます 

彼女に陸上か体操をさせてあげたいのですが・・・ 

身体障害ではなく知的障害だと無理なのでしょうか？ 

彼女は自閉症、小学 3 年生です 

色んな所を調べてみたのですが知的障害児のスポーツクラブを見つける事が 

できなかったので、もしあるのなら教えて頂きたいと思います 

彼女の自宅は春日井市です 

宜しくお願いいたします 

上記の件で 何か情報を得ている方あれば「徒然 BOARD」までお寄せ下さい（2006/5/26）aslad administrator） 

 

【152】一宮地区は、今年で３回目になる、障害者スポーツ教室を実施する事になりました（2006/5/16） 

 

 今年は、昨年に引き続き「フライング・ディスク」と、 

 新たに、障害者の皆さんの生活面を考えた 

 トレーニング方法「レジスタンス・トレーニング」等 

 ２種目を実施します。 

 

 「レジスタンス・トレーニング」とは、 

 ・家や、職場等の段差（バリヤフリー）でない所で 

  押されて転んだりする事を、防ぐトレーニング法 

 

 開 催 日 ９月３日（日） １３時より 

 場   所 アイプラザ一宮・体育室 

 募集期間 ６月１日～７月２５日まで 

 定   員 ３０名（定員を超えた場合は抽選） 

 参 加 費 ５００円゜ 

 

 後   援 一宮市 

        一宮市社会福祉協議会 

        一宮市教育委員会 

        一宮市医師会 

  

 問い合わせ 地区事務局  

         専用ダイヤル 

         ０８０－３６４３－４７６７まで   

          



 

【151】とりあえず 4年間ありがとうございました（2006/5/15） 

 

研修委員会の長として 4 年間、至らないこと多々あれど みなさまのおかげでなんとか務めることができありがとうございました。 

今回その任務は解かれた（解いていただいた）ものの 常任理事（研修担当）として留任という中途半端な形でまたご一緒させて頂くことになりますが 

再びよろしくお願いします 

（降りるならスパッっと降りらんかい！と思うでしょうね・・・私もそう思います） 

 

併せて このホームページの管理と機関誌かけるについてはこれまで同様 携わらせていただきますので こちらのほうもよろしくお願いいたします。 

 

何人かの方に「かける」に対して多大な評価とねぎらいのことばをいただき 研修委員一同深く感謝しています   榊原由起 

 

 

【150】ボーリング大会楽しかったです！（2006/4/30）                             

 

スポーツ指導者になって２回目の参加となった「ボーリング大会」楽しかったです！もう少し気軽な大会かと思っていたのですが、 

選手は応援する人に見守られる中、少し緊張気味にレーンに立ち、それぞれのスタイルでボールを投げている姿は真剣そのものでした。 

良いスコアが出ると少し緩む顔の人、大きくガッツポーズをする人、ガーターで悔しそうに握り拳をぎゅーっと握る人 

皆本当に一生懸命で、私まで知らない間に手に汗を握っていました。 

そんな皆に会えて、楽しかったです。また皆に会いたいです！！！        －黒田－ 

 

【149】T 中学校応援団のみなさまへ（2006/4/29） 

 

すみませんでした  選考会なので派手な幟や横断幕  大きな声での声援は控えて欲しいと私勝手に申し上げました・・・ 

が一部 大きな声での応援 入ってはいけないところでの応援 写真撮影ｅｔｃ・・・いろいろありました。皆さんに申し上げたことと全く違う光景を目の当たりにしました  

私自身このことについてはいろいろ疑問が残りますが 役員としては違った対応になってしまったことお詫び致します。  さかきばら 

 

【148】豊田に行きました（2006/4/25） 

２２日の選考会、初めて子どもが参加しました。 

会場にいくのも初めてだったので、競技場を通り越しどんどん進んでしまいました。 

これは違うと気付き戻ったのですが、運動公園が広いので迷子になりながらたどり着きました。 

いろいろ戸惑いながら、本番前のアップもでき緊張の中本番に挑みました。 

一生懸命に競技をする選手や、スタッフの方々を見て参加できてよかったと思いました。 

県大会も出場しますので、また会えますね！ 

豊田の新緑と広い川に感動しました。 

 

                            新井（母） 

 

【147】やまざくらの香りに誘われて（2006/4/22） 

 

最近になく穏やかな行楽日和だった サタデイ 

第 6 回全国障害者スポーツ大会愛知県選手団の陸上競技・フライングディスクの選手選考会 

 

おつかれさまでした  

せっかくのお休み 競技役員として参加された会員のみなさん 本当にありがとうございました 

 

休み明けは 筋肉痛の方もおられるのではなかろうか 

 

選手選考会だけに 緊張しますが  

最終のトラック競技 5000 メートルの競技者がフィニッシュし 計時担当者からタイムが報告された 瞬間 

 

このときのみせるなんともいえない皆さんの表情 いつも難しい顔をしている私だが 最高に幸福な気持ちになる 嬉しさが込みあがる 

 

ありがとうございました おつかれさまでした  

     やまざくらの香り漂う とよたにて  もりながけんじ      

 

競技場の朝 4/22 

 

【146】さくら も チューリップ も たんぽぽ も （2006/4/11） 

 

暖かい日も寒い日も 不安定な天気 

この時季 天候不順なのはあたりまえとはいえ 春の雨にうたれて ハラハラと舞い散る桜の花びらに視線をやる 春４月は 不安定で複雑な季節  

「春なのに・・・・・・・」ラジオから流れる懐かしい歌声 

数日のうちに 花びら枝は みどりの若葉へと足早に移りかわるだろう  

 

いよいよ スポーツ大会の季節  

 

４月２２日：全国大会選考会：陸上競技 フライングディスク：豊田市運動公園 

４月２９日：県スポーツ大会兼全国大会選考会：ボウリング：星が丘ボウル 

５月１３日：指導者協議会総会：県社会福祉会館 



５月１４日：県スポーツ大会兼全国大会選考会：水泳 卓球：安城市スポーツセンター 

５月２７日・２８日：県スポーツ大会：陸上競技 フライングディスク：豊田市運動公園 

 

緊張する季節でもある 心地のいい空気 

元気な貴方に そしてあなたに会えるのを楽しみにしよう  

 

                     （おひるやすみに  もりなが けんじ） 

 

 

※ 大歓迎です 「競技役員」のとしての参加希望は   

障害者スポーツ振興センター（０５２－２２２－６６３６）までお尋ねください  

 

 

 

過去ｌｏｇ 

2005/4～2006/3 

徒然ＢＯＡＲＤに戻る 

このページの TOP に戻る 

ＴＯＰページに戻る 

今ホームページ開いたらカウンタが 10007だった 

やったー！！10000突破 

10000のキリ番ふんだ方 誰かな？だれでもいいや 嬉しいな  

このホームページに訪れてくれたみなさま  これからも  よろしくお願いいたします  （2006/3/2 aslad administrator） 

 

 

［145］いよいよトリノ パラリンピック ！（2006/2/28） 

冬季オリンピックが閉幕し、いよいよ次はトリノ パラリンピックが始まります。 

  

長野 → ソルトレーク と進化してきたアルペン種目やスレッジホッケーなどなど 

  

日本の地から 選手のみなさんに勇気を与えるために 魂を込めて応援しましょう。 

  

  

カウンターの「１００００人目」をひそかに狙っています。 

  

                                      *****よしだ***** 

 

もうすぐカウンターが１００００になる  現在９８９９ 

ホームページ リニューアルしたいのだけど  かけるの編集作業が終わってからかな 

 

かける６号進捗状況期間限定ｂｌｏｇ をトップページに貼り付けました  （2006/2/26  aslad administrator） 

 

［144］障害者スポーツ指導員研修会 （2006/2/6）                           」 

今日から研修会。 

また新しい仲間ができますね。 

  

顧問ほか、教える人には「ごくろうさま」。 

  

新人、いじめちゃあいけませんよ。 

そんなことはないか。 

  

自閉症の研修会がありましてね。 

就労関係の話しでしたけど、 

どこでもお母さんが頑張っているもんですけど、 

自閉症協会はお父さんが張り切っていました。 

  

節分が終わりました。 

いつも思うんです。 

恵方、恵方といいますけど、南南東ってどこから見るの？ 

大須から？ 

大須の影響はどこまであるの？ 

大阪の人の恵方も大須から見たところとは思えないし。 

  

  

           ＳＵＺＵＫＩ  ＫＥＩ 

 

 

リンクに埼玉県障害者スポーツ指導者協議会を追加しました 

最近 リンクのページがにぎやかです  （2006/1/31 aslad administrator） 

 

［１４３］全スポ報告会（2006/1/22） 
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昨日２ヶ月ぶりに岡山大会愛知県選手団の役員が集まった 報告会を行った 

ここで ひとつひとつ細かく記載することはできないけど 総じて選手もスタッフも気持ちよく参加し帰県できたということに尽きた 

私たちはひとりひとりもっている力が違う  みなさん（私も）自分の役割をあの大会中演じていたんだなあと報告を聞いて感じた 

マネージャー・サポーター・技術面での指導者・お母さん・お友だち・・・ 

素敵な（もう解散しちゃったけど）愛知県選手団役員に拍手！ 

追伸：来年度も報告会を行うなら 全スポ終わってから間があかない方がいいですね    

 

さかきばら 

 

［142］姫は明るく元気に復活すべし（2006/1/12） 

皆さん楽しくスポーツに関わっていますか。 

私は昨年をえらくつまらない退屈な年にしてしまいました。 

各方面に多大なる迷惑をお掛けしました。 

…猛反省。 

その中で悟ったことはいくつかあります。 

・疲れた時は休み休みも大切。 

・自分は優しい人達に恵まれている。 

・ニコニコできるって幸せ。 

－自分を受け入れて認めるのって大事ですね。 

 

いつもながら白馬の王子は遥か彼方で道に迷っているらしい。 

白いジェットで来て欲しいがまぁいいや。 

今年こそきちんと協議会に関わって頑張ります。 

明るく楽しく元気良く！！年取ってもそれが私の良いところ。 

ぼちぼちですがこれからも宜しくお願いいたします。  

全国研修会でもお役に立てるといいです。 

  

小木曽 ←姫 

 

［141］会員のみなさま、本年もよろしくお願いいたします(2006/1/10) 

昨年１１月に父親を亡くし、今年はお正月もなく年賀状も出さずでした。「あけましておめでとうございます」も言えず、会う人には「今年もよろしくお願いします。」とだけ言っていました。 

今年は、２月１２日に全国研修会を名古屋国際会議場で行いますが、１月７日に実行委員会を開催してその準備をしています。 

愛知県からは７７人の参加申し込みがあり大変ありがたく思っています。充実して研修会になるよう準備を進めていきます。 

 

筒井恵二 

                            

  

 

［140］kingashinnen（2006/1/1）                               

 

あけましておめでとう 

正月になると冬です。 

寒いです。何年ぶりでしょうか、この寒さは。 

ここ暫くは水道が凍る心配はしてなかったんですけど、今年は心配しています。 

猿が寒さよけにかたまると「猿だんご」と言うんだそうでして。 

ペンギンもおんなじようなことをするから、あれも「ペンギンだんご」というのでしょう。 

 

この寒さではアスリートたちも固まってしまいます。 

 

ＡＳＬＡＤのみなさんも充電中。・・ですね。 

 

しばらく岡山のももっち大会の書き込みで賑やかでした。 

そろそろ僕の書き込みを始めなくては。 

そういえば、最近というか、合併の障害者スポーツ大会になってからは「後夜祭」やらないんだってねえ。 

後夜祭のヒッチャカメッチャかが楽しいんですけどね。 

 

 

               ＳＵＺＵＫＩ  ＫＥＩ 

 

［139］あけましておめでとうございます(2006/1/1) 

                               

 

会員のみなさん、昨年はありがとうございました。 

2月 7日の障害者スポーツ指導員研修にはじまり、県の障害者スポーツ大会、全国大会まで、会員のみなさんの協力のおかげです。 

当事者、アスリートのみなさんにも成り代わってお礼します。 

 

今年もよろしくお願いします。 

 

遅くなりましたが一件報告です。 

さる 12月 8日に東海テレビの第 3スタジオにおいて「東海テレビひまわり賞」の授賞式がありました。 



岩田昇さんが受賞されました。 

東海地区から８名が毎年表彰されるもので、今年は愛知県からの推薦で岩田さんほか１名の表彰しでした。 

岩田さんは、「日本身体障害者陸上競技連盟愛知会長」や、この指導者協議会の競技委員などの長年の活躍や、「ジャパンパラ」、「日本身障水泳選手権大会」の金メダル、「ストークマンデビル国際大会」での銅メダルの実績が認めら

れたものです。 

輝かしい実績です。 

 

     愛知県障害福祉課 滝本佳廣 

 

 

［138］顧問２００６年のごあいさつ（2006/1/1） 

 

 

［137］中部・東海ブロック研修会が開催されます！（2005/11/27） 

会員のみなさんへ 

  

ご案内する研修会はすでに会員のみなさんに通知させていただいているものです。 

  

平成１７年１２月１０日（土） １３時３０分から ＫＫＲホテル名古屋において 

  

演題「精神障害者とスポーツ活動（仮題)」で研修会を開催します。 

  

今後、対象者として関わりを求められることとなる精神障害者についての内容ですので 

  

ぜひ多数の参加をよろしくお願いします。 

  

同時に懇親会も開催しますので、交流の場としてご活用ください。 

  

申し込み締め切りは、１１月３０日(水)ですので、早急にお申し込みをお願いします。 

  

*****ブロック研修会担当***** 

 

［136］旭川荘厚生専門学院のみなさんありがとう（2005/11/17） 

先頃 学院宛にお礼のメールをいれたところ サポーターさん連名の返信が届きました           

ありがとうございました  このホームページも覗いてくれているのだと思うと 嬉しさが二重三重に広がります                    

よろしければ 晴れの国から徒然ボードにメッセージをお寄せください           

仕事の疲れが癒される  

 

もりなが けんじ       

 

［135］姉弟競演（2005/11/13） 

 

私の出身は山口です。岡山は近いところなので時々行ったり来たりしているところでした。 

特別珍しい（遠くに来たーっていう感じの）場所ではありません。 

でも今回全国大会に参加でき、またいろいろな人に出会えて嬉しかったです。 

会社の仲間からも激励を受けてきました。 

みなさんの声援を受け ハンドボール投げで二位、走り幅跳びで三位という結果を出すことがでました。 

 

森廣奈緒美 

 

弟の隆さんも山口県代表で参加 

偶然の姉弟競演となりました 

 

 

［134］全国研修会が名古屋で開催！（2005/11/13）  

 

指導員のみなさん！ 

 

すでに日本障害者スポーツ指導者協議会より通知され、ご承知のことと思います 

平成１８年２月１２日に名古屋国際会議場で開催されます「全国研修会」についてですが・・・ 

指導員としての活動に役立つ研修であると思いますので、ぜひ多くの方々に参加していただきたいと思います。 

また、全国の指導員の方々と交流できるまたとない機会でもありますので、 

全国各地の情報収集の場としてもご活用いただければと思います。 

 

この全国研修会の参加申込み状況のお知らせがありましたが、地元開催にもかかわらず 

他府県からの参加者数の方が多い状況のようです。 

この研修会には、東海ブロックの指導員のなかから実行委員として協力していただいている方もありますが、 

より多くのみなさんの参加により地元開催の研修会をより良いものにしていきたいと考えていますので、 

今一度 通知に目を通していただき参加申込みをしていただきますよう よろしくお願いします。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

file:///C:/aslad/voiceboardkakolog/2006komon.htm


全国研修会事務局：吉田 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

［133］うれしいです （2005/11/11） 

 

覚えていてくださったのですね。自分は、相変わらず子ども達と一緒に園庭を駆け回っています。 

今は、土日も休みがなく仕事をしている日々です。 

いろいろなことを経験していきたいので、是非スポーツ大会には参加させてください。 

 

渡辺 

 

［132］ありがとうございました（2005/11/11）                              」 

 

はじめまして！お便りさせていただきます。 

「おかやま大会」６日間、お疲れさまでした。 

翌日から通常業務に戻りつつも私の中の一部分が 

皆さんと過ごした６日間から抜けきれなくて、昼休みや 

休憩中や合間をぬって「おかやま大会」のホームページ 

を見ていて‘徒然 BOARD‘に出会いました。 

（今ごろ知ったの～？ってつっこまれそうですね！すみません） 

 

岡山県の本部員、サポーターの方々 

本当に選手のためにありがとうございました。 

 

そして、やさしく声がけして下さった指導員諸先輩方、そして大きな感動と発見と勇気を与えてくれた選手の皆さん本当に、本当にありがとうございました。 

 

この場をお借りしてあらためてお礼申しあげます。 

 

追伸：榊原さんへ「おかやま大会コーナー」楽しみしています。 

 

えのもと きょうこ 

 

［131］こんにちは（2005/11/10） 

 

徒然ＢＯＡＲＤを見ていたら皆さんの楽しそうな姿を見ていたら書き込みしたくなりました。 

おかやま大会お疲れさまでした。日程が合わずに見に行くことができなかったのがとても残念でした。たくさんな人たちと出会い、楽しい経験ができたのかなと思います。 

いつか、皆さんと一緒に参加したいな！？という風に本当に思っています。 

また、静岡から応援しています。 

 

渡辺 

 

［130］みなさんお疲れ様でした(2005/11/10) 

 

こんにちは。おかやま大会でお世話になりました岩橋由幸です。 

仕事に戻っても岡山に行く前の記憶がなかなかもどらず困っています・・・。 

ちょっと遅い昼休みにこのページを見つけましたので会社からメールします。 

 

今回の岡山での大会に参加できたこと、大変嬉しく思います。 

思えば選考会の日に初めて会った選手、コーチ、役員の方々とあのような交流ができるとは思っていませんでした。 

楽しかったです。 

 

岡山に行った日にはみんなまだお互いに話をすることも少なく、不安な気持ちや緊張が選手やコーチ、役員の方にみられま

した。 

でも帰県するころには全ての人たちの顔が本当に生き生きとしていたことが印象に残っています。 

 

参加した選手にとってはこの先社会に出て、同じ社会の一員として生活していく必要があります。 

多くの困難があると思いますが、この大会で経験した「やればできる！！」ということを勇気と自信にかえて 

頑張ってほしいと思いますし、そうできるみんなだと思います。 

みんな不安や緊張がある中で、コーチ、役員、サポーターの皆様に本当に心から励まされて試合に臨んだと思います。 

みんなが全力で自分の力を発揮できる雰囲気を作ってくださりありがとうございました。 

この大会で得たものは数字などで残る結果ではなく、それぞれの心の中に残ったものではないでしょうか。 

 

今回の経験は大変貴重な経験であり、今後の私の生活にも大きく影響するものです。 

もっと練習を重ねて、もっと上を目指したいと思います。その際にはまたコーチや役員の方々にもお世話になるかもしれませ

ん。 

その時はよろしくお願い致します。また、障害者のみんなとの交流で、もっと交流の場を広げたいと思い、また今後何か役に

立てればと思います。 

 

私は全力で試合に臨むことができたことも良い思いでですが、もっと心に残っているのはあの夢のような６日間です。 

 

  



現実に戻った今非常に違和感を感じております・・・。６日間どこか別の世界に行って、皆さんと楽しい思い出を作ったように

思われます。 

この大会でお世話になった方々と、選手の仲間たちに心から感謝しております。ありがとうございました。 

 

岡崎に帰ってからドッと疲れが出た岩橋でした。 

 

［129］特集こーな作ろうかな（2005/11/10） 

 

いつもと同じ６日間の日程 なのに今回はなぜか時間の感覚がいつもと違う 

６日ぶりのいつもの道が全く違うところを歩いているような そんな浦島太郎になったような感覚で家路についた昨日で

した。 

 

兒玉さん他サポーターのみなさん、実施本部員のみなさん ありがとうございました。 

みなさんのおかげで 気持ちよく 楽しく 大会に臨むことができました。 

無理難題をいう私に いやな顔ひとつせず笑顔で接してくれたみなさんに感謝 

 

大上さん ５日間一緒の部屋で楽しかった 

平成生まれだと知ったときは ちょっとショック（親子ほどの年齢差？）だけど 

考え方は 私なんかよりずーっと大人 しっかりしている びっくりしたよ 

障害急歩もいい勉強させていただきました。ドキドキ ヒヤヒヤしたけど良かった。 

「失格するなら 棄権したほうがいいかな でもそうしたら 先生やみんなが悲しむかな」といったあなたの言葉が印象に

残っています。 

６日間の数々の大上名言語録 大変参考になりました。 

 

ホームページに「おかやま大会」のコーナー作ろうと思っています。 

 

追伸：アークホテル岡山のみなさんにも大変お世話になりました。 

さかきばら 

 

 

 

［128］ 

 

全国障害者スポーツ大会は、初めてだったのでとっても楽しみでした。 

実際、友達もでき大会もうまくいきました。とっても疲れました。 

たくさんの人にお世話になりました。 

ソフトボールではおしいとこまでいったのでくやしかったです 

障害急歩ではいろいろあって大変でした。(2005/11/9) 

 

大上明恵（豊田市） 
 

 

［１２７］岡山大会 続報 やはり 名前が必要だ と思った（2005/11/9） 

 

昨日は 帰宅してすぐに記した「第一報」 

服も着替えずに 直ぐに パソコンに向かった 

 

一夜明けて 夕方職場で見直した 何かが足らない 

お世話になった人たちに対して もろもろの人たちに 「ありがとう」ではいけないとおもった 

 

鴻野さん 杉本さん 兒玉さん 頭山さん 神原さん 藤井さん  

服部さん 江上さん 岡野さん  内海さん 菊川さん 入山さん   

 川上さん 松岡さん 片岡さん 信方さん 岡さん 久山さん    

石井さん 江口さん 首藤さん 居阪さん 平島さん 藤田さん   

友光さん 滝沢さん 田中さん 片山さん 小藤さん 杉森さん   

福井さん 板倉さん 藤井さん 村上さん 山本さん 前原さん  

中村さん 中山さん 

 

あらためて 本当に ありがとうございました 昨夜は ぐっすりと やすめましたでしょうか 

            しかたなく 日常に戻らねばと もがく もりなが けんじ 

 

［126］サポーターさんより早速お便りいただきました（2005/11/9） 

 

こんにちは！！ 

６日間お疲れ様でした。 

問題ばっかり起こして、ご迷惑ばかりかけてしまい、 

サポーターとしての役目が果たせてなかったことが心残りです。 

皆さんと出会えたこと、そしてこれからもこうやって繋がりがもてたことに心から感謝しています。 

この短い期間に自分の課題が山ほど見つかって、 

これからの学校生活にかなり意欲が出ました！！ 

 

ＨＰ見させていただきました(*^_^*)  



早速の写真アップありがとうございます(_ _) 

 

今日からまた授業が始まり、いやおうなしに現実に戻されかけています。 

皆さんの個性が強すぎて、なかなか全スポ熱から覚めやらぬという感じです。 

 

追伸：榊原さん、今度ボールペン送ります。忘れててごめんなさい。。 

 

ではまた。   

 

サポーター兒玉真由美 

 

［125］ 

せんしゅのあなた おうえんのあなた おかやまけんのじっしほんぶいん 

おかやまけんりつだいがくをはじめとしたがくせいさぽーたーのあなた 

選手のあなた  応援のあなた 岡山県の実施本部員 岡山県立大学を

はじめとした学生サポーターのあなた 

 

だい５かいぜんこくしょうがいしゃすぽーつたいかい 

第５回全国障害者スポーツ大会 

 

いたるところ あなたがきらり 

いたるところ あなたがキラリ 

 

ひとが かがやく きびじでした  ありがとうござました 

人が 輝く 吉備路でした  ありがとうございました 

 

てづくりのおうだんまくやのぼり ありがとうございました げんきが ばい

かしました 

手作りの横断幕や幟 ありがとうございました 元気が 倍化しました 

 

こころから かんしゃもうしあげます 

こころから 感謝申し上げます 

 

かんとく こーちとしてさんかされた ほんかいかいいんのみなさんをはじ

め かんけいのみなさん ありがとうございました 

監督 コーチとして参加された 本会会員のみなさんをはじめ 関係のみ

なさん ありがとうございました 

 

みなさんのちゅうやをとわない そうごうてきなしえんにたいし ふかくかん

しゃいたします 

皆さんの 昼夜を問わない 総合的な支援に対し 深く感謝いたします 

 

                       おかやまより かえり  だいいっぽう 

                       岡山より かえり  第一報 

                 あいちけんせんしゅだん そうかんとく もりな

がけんじ  

                 愛知県選手団 総監督  森長研治 

 

 

［124］ 

 

11月 3 日 名古屋駅 13時 57 分発のぞみ 53 号で 岡山に出発 

愛知県選手団は １４１名で 陸上競技 水泳 卓球 フライングディスク ボウリング  

車椅子バスケットボール バスケットボール バレーボール に参加します 

 

指導者協議会からは 会員 28名が 役員として同行します 

 

11月 5 日（土）～7 日（月） 

全国ネットのテレビ放送はあるのかな  

秋深まる吉備路へ 2 時間  アリーナまで ちょっと遠出してみませんか 

 

キラリと輝く選手  大きな声援を期待しています  

                                  もりなが けんじ 

 

［123］後夜祭は「ももっち体操」で（2005/10/19）                               

 

輝いて岡山大会は来月早々。頑張って、張り切って。 



とりあえずは 22 日に結団式。 

150人近い選手団なので、大会の期間中は練習から生活面まで、世話もあるし、まとめることも大変だと思います。 

でも、まあ顧問はじめ慣れた人ばかりですから。 

参加した選手の人たちがみんな良い思い出を持って帰れるように。役員団の皆さんの双肩にかかっていますね。 

たいへんなお仕事だとは思いますけど。 

仕事の都合で結団式には行けませんけど、遠くからエールだけ送ります。 

それから、「ももっち体操」を早くおぼえて、元気しましょう。 

 

 SUZUKI KEI 

 

［122］渡辺さん投稿ありがとう（2005/10/5） 

 

コロニー祭のボランティアありがとうございました。元気なコロニー祭との感想うれしく思いました。障害者スポーツをいろんな人に知ってほしいと思ってコロニー祭で紹介し始めて１０年近くになります。 

障害者スポーツ指導員として色々な活動をしていますのでまたどこかでお目にかかれればいいなと思っています。 

浜松の渡辺さんこれからもよろしく。また何でもいいですから書き込みお願いします。 

筒井 

 

［121］コロニー祭に参加させてもらって（2005/10/3） 

 障害児教育に興味を持ち、いろいろなホームページを見ているときにコロニー祭のことを知りました。 

 どんなことをするのだろうと、当日を楽しみに行きました。 

  

 当日は障害者スポーツコーナーにボランティアとして参加させてもらいました。競技用の車椅子にも乗らせていただいて、もっといろいろなことを体験していきたいとおもいました。 

 また、コロニー祭全体も見させていただいて、とっても元気があっていいなと思いました。 様々な人たちの笑顔がとっても光っていたとおもいました。 

  

 もっともっといろいろな活動に参加していきたいとおもいました。 

 また何かありましたら浜松から参加しますので、よろしくお願い致します。 

  

 昨日は、楽しい一日をすごさせていただきました。    渡辺 

 

［120］コロニー祭に行ってきました（2005/10/3） 

 

今年はよかったお天気で。人の動きが昨年と全然違う。 

たくさんの子どもたちがきてくれた。 

車いすに乗ってツインバスケットを楽しんだり、小便小僧の周りを何度

も回ったり・・・ 

 

浜松からやってきたという若者が障害者スポーツコーナーのボランティ

アとして一日参加。 

以前、このホームページを見て「指導員養成研修を受講したい」という

問い合わせをくださっていた方だった。 

なんか嬉しかった。 

最近忙しさにかまかけて更新が滞っているけど、見てくれている人もい

るんだ。 

 

秋の花粉症の私、いつくしゃみがでるか、どきどきしながら参加したコ

ロニー祭 

幸い昨日は小康状態 

 

１０月とはいえ暑さの厳しい日曜日。 

でもいい一日でした。         榊原 

 

 

［１１９］  空も心も快晴になりますように 

しごとの用事で ある養護学校に出かけた 

生徒さんのなかに 「輝いて岡山大会」に参加する選手の方がいる 

学校での様子や練習など 気になったものの 別の用事でうかがっているので そのことには触れないでいた  

帰り際 やはり気になり 教員に尋ねてみた 

「先ほどまで、部活で練習していました」とのこと 

一目お会いして 激励の声を掛ければよかったなあ そう思い 少し残念な気がした 

 

でも 目標をもって練習しているんだなあ  嬉しかった 

  

岡山県は 「晴れの国」といわれている ようです 

日々の汗が 晴れの国で結晶となって きらりと輝くことを祈りながら 夕暮れの校門をあとにした  

結団式でお会いしましょう 

                         もりなが けんじ 

 

［118］アフリカ共同館 （2005/9/21）                       」 



万博のボランティアセンターに友人がいるんですよ。 

昨日の新聞に写真入りで記事が載っていたので、励ましに、というわけでもないのだけど、また万博に行ってきました。 

とてもじゃないけど、まっすぐ歩けない状態です。 

これはもう 2200 万人ですね。 

  

アフリカ共同館に行って買い物です。 

アフリカンドラムを売ってましてね。一番小さいのは直径が 10 センチちょっとの 3000 円くらいのがあります。 

僕は直径 30 センチのを狙っていたんですけど、今日、それをゲットです。いい音がするんですよ。 

前から３～４万円の値段が付いていたんですけど、きょう「2 万円、2 万円」といっていたんですよ。で、僕は彼をつかまえて、いくら？と聞いたんです。そうしたら「16000 円」というんですよ。 

それで僕が「高い高い」といったら、「じゃあいくら？」というように電卓を出すんです。 

そこで僕は８０００と入れました。 

そのあと僕は、欲しそうな顔をしてポコンポコンとドラムをたたきながら、12000 円、10000 円、9000 円という声を無視していました。 

長い時間がたったような気がしますけど、8000 円でゲットです。 

ギニアでした。 

マダガスカルは日本人の女性なので、こんな交渉はできません。 

  

あと１週間です。 

  

  

                 SUZUKI KEI 

 

 

 

［１１７］マダガスカル （2005/9/1）                             」 

 

日航機事件のとき、笹島で飲んでいたんだった。テレビに行方不明のテロップが流れた。 

  

マダガスカル 

先週、１６度目の万博に行きました。例によって滞在時間は１時間ちょっと。仕事を終わってふらっと行くんですから。 

  

必ず行くのがマダガスカルのブースです。 

最近混んでましてね。映画のせいですかね。 

行くと買うのがバオバブの手芸品なんですけど、最近は買いません。どんどん下手くそなのが並ぶようになったんです。 

ついでに有り得ないねじねじのカタチのやつも。 

できのいいのから売っていたんでしょうけど、もう会期も押し迫ってきて在庫整理ですかね。 

なら、安くすればいいのに。 

  

僕の愛読書は「星の王子様」。 

マダガスカル通いもバオバブを買うのもその影響です。 

アレ、いいんです、カタチが。宙に向かって根を張っているのが。 

本は何度も読んだんですけど、最近、内藤濯さんの訳の著作権が切れて新訳が出たんですよ。 

今日買ってきたんで、久しぶりに読みますよ。 

  

来年の水泳・卓球はあの長～い通路の ARCO じゃなくて、また安城でできそうですね。 

  

  

                       SUZUKI KEI 

 

 

［116］あれから、２０年・日航機墜落事故 から・・・（2005/8/15）                          」 

 

今から思えば、私の激動の１５の夏・補修授業と、部活が終わり家路に着いた頃、ふっと、ＴＶを付けたら、「日航墜落」のテロップが流れた。その２日後に 

同じ日航機で、今は亡き親父と、親父の故郷熊本へ、２名旅に出る計画だった。なんせ、事故から、 

２日後のフライトだったので「親父に、飛行機を利用するのは控えようと」私は、親父に言った覚えがある。でも、親父は、日航機を使い熊本へと、僕を連れ 

飛び立った。今、思えば、親父と登った実家の裏山に、へろへろになって山頂に登った時、ふっと、口ずさんだのは、事故で亡くなった、坂本 九の「上を向いて歩こう」だった。今、お盆の親父の墓参りに、８．１２日航機事故を必ず思い出

す。 

昭和の史上最悪の航空機事故は、風化させては、いけないものだと、私は思う。この歌、「上を向いて歩こう」も、長淵 

剛や、スターダスト★レビュウーのアーティストたちに 

歌いつがれているが、もっと色々なアーティストにも歌って、昭和の名曲として、残ってほしい。 

 

                     ほんだ たけひで  

 

 

［115］エエーッ！（2005/8/9）                               

郵政、否決でした。 

即、衆議院は解散。 

参議院は解散とは関係ないんですけど、参議院の厚生労働委員会の理事会は「障害者自立支援法」を廃案にすると決めましたね。委員会でも政府側の出席がないと審議になりませんからね。 

１０日から１２日まで集中審議で強行採決という話もありましたけど。でもね、８月に入って一度も審議してなかったんですから。 

  

慌ててはろくなものはできません。 



  

  

                        SUZUKI KEI 

  

 

［114］いよいよ！告知・一宮地区総力を尽くします（2005/8/8）                              」 

第２回障害者スポーツ教室ｉｎいちのみや・詳細発表 

  

 昨年に引き続き、一宮地区は、障害者スポーツ教室を開催する 

事になりました。今年は、少し思考を変えて、「ノーマライぜーション」の視点から、一般の方にも参加を呼びかけ、障害者スポーツの楽しさと、すばらしさを実感してもらいたいと思い企画しました。是非、 

皆さん一度遊びに来て下さい。 

  

   日時：１２月４日（日）１３：００～１６：００ 

   会場：アイプラザ一宮・体育室 

   内容：ボッチャ＆フライングディスク 

   会費：障害者 ５００円  親子 ８００円  一般 ６００円 

   定員：３０名   定員を超えた場合は、抽選とする。 

  

   主催：愛知県障害者スポーツ指導者協議会一宮地区 

   後援：一   宮   市 

      ：一宮市社会福祉協議会 

  

   問い合わせ：一宮地区事務局 

          一宮市平和２－２－８   

                      TEL/FAX0586-45-3069    20 時以降に、 

                       本田 武英 (ほんだ たけひで)まで      

          

   

［113］アメリカ（2005/8/8）                               

つい最近、息子がアメリカはオハイオに行きました。留学です。 

ほぼ毎日メールでやりとりしているんです。 

あのおばかが、買ったばっかりのデジカメを飛行機の中に忘れたりで、あーだこーだと。 

しかし最近は便利ですねえ。彼は携帯電話を持っていってないんでパソコンですがこちらは携帯電話。 

地球の裏側ですけどやりとりはリアルタイムですから。 

  

さて、授業。コミュニケーションの講義があるそうですが、その講師は盲人だそうです。 

息子は福祉を専攻しているわけではありませんし、講義の内容が福祉に関係するものでもありません。ただ、先生は時おり目の見えない人には特別の世界がある、というような話はしてくれるようですけど。 

  

これが機会均等、無差別をうたった ADA法の効果なんでしょうか。 

障害者が、目の見えない人が、なにげに普通に社会の中にあらわれている。 

盲人の職場。それが特別に準備された職種ではない。特別に準備された環境でもない、盲学校のように。 

  

６０年前。 

日本が戦争でアメリカに負けたとき、アメリカの大統領はルーズベルトでした。彼は 38歳のときにポリオに罹患し 

障害者だった。 

当時、アメリカは大統領が障害者であることを徹底的に隠し通したんだそうです。世界最強のアメリカの大統領が障害者であってなるものかと。 

  

社会の進歩でしょうかね。同じ国ですけど、あきらかに違うのは時代です。 

  

  

                        SUZUKI KEI 

  

日本も進歩はしています。ね 

 

［１１２］自前のホームページ あれから一年（2005/8/1） 

 

スポーツ振興センターに間借りしていた ホームページを自前にしてから ３６５日め 

 

会員の活動をはじめとする 身近でホットな話題を 

それぞれの顔が 姿がみえる そんなホームページ 

 

一年間のアクセス数は 多いのか 少ないのか よく分からない 

どんな方々が訪れているのか 

 

そんなことを 想いながら 二年目を迎える kakeru@aslad.com 

 

もりなが けんじ 

 

 

［111］今年も、やるよ！（2005/7/26）                              」 



一宮地区、指導員は、今年も、「第２回障害者スポーツ教室ｉｎいちのみや」を開催する事になりました。 

内容・詳細等については、８月８日に、一斉告知しますので、乞ご期待！ 

                一宮地区指導員一同 

 

［110］秋田わか杉大会 （2005/7/18）                              

動き出しましたねえ、大会の実行委員会が。 

平成 19年 10月 13～15 日。 

選手団の意向照会がありました。 

今年がまだこれからなのに。 

  

ところで今週、東京へ行って帰るときに東京駅で「秋田新幹線こまち」を見ました。 

あれは２編成をつないでいるんですけど、見ていてふとへんなことに気が付いたんですよ。 

片方が「こまち」でもう一方が「はやて」なんでしょうけど、鼻先のカウルを両方がはずして連結しているのだけど、あのはずしたカウルはどこにあるんでしょう。 

切り離すところにいつも置いてあるのでしょうか。それともどこかの格納してあるんでしょうか。入りそうなところがないんですけど。 

  

蟹を北海道から送ってくれた人がいました。 

さすが北海道。美味極上。ありがとう。 

でも心配なんです。何かずーっと前に「請求」したような記憶があるんです。「また行ったら送ってくれ」って。 

  

今日は東山公園で車椅子テニスをやっているんだった。 

  

  

                 SUZUKI KEI 

 

［109］ 万 博 （2005/7/4） 

土曜日、久しぶりに万博。 

あんなに混雑した万博ははじめてでした。いつもは会場に着くと７時くらいで、まずファミリーマートでポッキーを買って食べながら歩くんですが、昨日は長蛇の列。 

コンビニはもちろん、パビリオンにも入る気がしません。（ただしアフリカと中国には必ず入ります。） 

先週はメルボルン週間で、最終日の土曜日に見逃さないように行ったのです。メルボルンには特別な思い入れがあるんです。 

オーストラリアにはアーティストも好きな人がいろいろで。 

ヨスインディーとかメンアトワークとか。 

あの国は、地位のある人は必ず大柄です。とくに女性はきまって１８０センチくらいです。 

メルボルンの州政府でペンキみたいなのを塗っている人がいたので聞きました。 

「Is this japan?」 

きょとんとされた。漆を Japan と引っ掛けたかったのに、通じなかった。 

  

さてさて、万博のボランティアセンターでお話をしてきました。 

希望により張り付きの移動介護？ガイドヘルプ？というようなサービスをやるんだそうです。はじめに行きたいところなどのスケジュールを決めて出て行くんだけど 

、なかなか約束どおりにいかないのだって。＜途中であそこもここもと欲が出るらしい＞ 

余裕がある場合はいいのだけど、５時の早番と遅番の引継ぎのときにもどってこないと困ってしまう。 

なんてことを言っていました。 

  

いつも思うんだけど、エレベータとか手すりとかで。万博の中でも触ってみた。点字の「山」が鋭い。あれはいつも点字を読んでいる人にとっては痛いよ。 

街頭の硬い材質の点字はもっと滑らかにしないといけないね。紙と同じだと思ってはいけないね。 

  

万博の入場者は明日、一千万人を超えます。僕の推測では 10 時をちょっと過ぎたころでしょうね。 

  

土曜日は全国スポーツの説明会でした。出席した会員の皆さん、ご苦労様でした。100名を軽く超える選手団になるけど、頑張ってください。 

たまには万博も。 

  

  

                     SUZUKI KEI 

 

 

 

遅くなりましたが今年の県大会（陸上・ＦＤ）の様子をＵＰしました。（6/27） ［aslad administrator］ 

 

［108］シアワセの時間（2005/6/22） 

私も１９日の日曜日、栄の集まりに午後から参加した。 

そこには協議会の時とはちょっと違う仕事顔の顧問の姿があった。 

 

フォーラム終了後「オアシス２１」に寄った。 

まわりを見るとカップルかファミリーばかりだ。 

私達の年代で女２人でいるのはちょっと違和感？ 

でも私達は水のユラユラを見ながら栄の真ん中で子どものいない開放感を味わった。 

なんともいえない、シアワセなキモチ。 

こんな時間の過ごし方に幸せを感じることができるココロになったことに感謝するべきであろうか・・・。 

スタバでお気に入りのコーヒーを飲んでいると携帯にメールが。 

 

現実に戻って栄を後にした。 



シアワセな時間をシアワセといつまでも感じられるようなバランスで生きていくことが 

地域での生活をどう創るかってことかな。 

  

ＫＡＳＡＩ  

 

［１０７］にかいだて さんがいだて（2005/6/20）  

 

昨日の日曜日 

仕事の関係の集まりが栄であった 

出番は のんびり時間だった 

 

喫茶店やら噴水やら 久しぶりの都心散策 

テレビ塔を真下から見上げた 子どものころの様にすごく高く見えた 

暫し時計の針が逆回転するかのような 青い時間をすごした 

 

会合の会場で、指導者協議会の会員さんを幾人もみかけた 

声を掛ける機会が得られなかったので ただみかけた 嬉しかった 

 

当日は、水泳大会もあったはず  

あとで 知ったのだが 他にも 催しが重なっていたとのこと 

 

二・三かいだてで はしごをされた方がいたのだろうか きっとおられたのだと思う 

私は 高いテレビ塔に感動し いっかいだてで その日の活動を終えた 

 

                           もりなが けんじ   

 

 

［106］スポーツ（2005/6/7） 

的になる小さな球があるんです。それに向かって自分の球を投げるんです。 

的の球に近いほどよくて、敵の球より的の球に近いと得点。的の球を蹴散らしてもいいんだ。 

  

これってペタンク？ 

  

待てよ！ 

カーリングもそうだし、ボッチャもだ。 

  

さてさて、今年の全スポは 11月 5 日から岡山です。 

100人を超える選手団になっちゃうんですかね。たいへんです。でも新幹線一本だからいいか。 

  

武豊の少年！！ 

来年のエントリーは？ 

  

              SUZUKI KEI 

  

   そろそろ万博の話しでもしようか。今度ね。 

 

 

［105］見に来てくれてありがとう（2005/6/1） 

見に来てくれてありがとう。    

車イスでの体育の授業、参加が難しいと思う人が多い中、体育の先生(教頭先生)は、生徒にあった内容をと、常に考えて、自らいろんな運動補助具を作ってくれます。 

ビーンバックや６０ｍ走は、練習でも記録を計り、目標を持たせてくれます。 

下肢だけの障害ならまだやれる範囲も広いと思うのですが、上肢にも障害があるため、いろんな工夫が必要になってきます。       

榊原さんの助言も、とても助かります。また、ボランティアでサポートに入ってくれる地域の人や、友達の協力で充実した授業が受けられます。 

これからもよろしくね。(^.^)     

中学生の母より 

 

［104］体育の授業を見に行ってきました（2005/5/31） 

 

地域の中学に通う 車いすに乗った少年がいます 

体育の授業でビーンバック投げを取り入れ 練習していると聞きました 

ちょっと見てみたいな・・・ 

少年とお母さんと学校の許可をもらいちょっと見学させてもらいました 

 

この日ビーンバックの他に １００ｍのタイムも計っていました 

少年の思いはまだ聞いてはいませんが 

来年は全国大会予選に挑戦させたいと 周りの大人は密かに思っています 

 

全国大会 うんぬんよりも 養護学校以外で 

障害者スポーツが・・・  

 



その子に合わせたスポーツが・・・取り入れられている・・・  

 

そんなことがうれしかった５月末日でした  榊原 

 

 

 

［103］お疲れ様でした（2005/5/24） 

２日間の県大会お疲れ様でした。でも、アクシデントに強い指導者協議会の面目躍如でしたね。 

雨で中断、４０分遅れでの午後の競技の開始。それでも、スムーズに進行するなんてすごい。 

選手のいつまで待たせるんだという声にも堂々と対処していた招集や誘導のみなさん。 

いつでも競技が出来るように雨の中待機していたスタッフのみなさん。ほんとにお疲れ様でした。 

私は、県大会の合間に、万博で障害者スポーツの紹介を２０日２１日と瀬戸会場で行ってきました。その中に、スポーツ指導員の方の顔を見ました。 

いろんなところで活躍するみなさん。これからもよろしくお願いします。万博の様子は、写真が出来たらもう一度詳しく報告します。 

 

４月の選考会に始まり、グランドソフトボール大会、水泳・卓球の県大会、総会、陸上・ＦＤの県大会と連続でした。 

まだまだ続きますが元気だしてもうひとがんばり。 

SUZUKI KEI さんいつも投稿ありがとうございます。いつもながらの温かいお言葉、また元気が出ます。 

いつまでも仲間として支援よろしくお願いします。  筒井 

 

 

［102］ありがとう、雨（2005/5/22）               

 

なみだ雨でもありました。ウゥッ 

感動の雨です。 

「これならいけそうな天気」から始まった日曜日ではありましたけど、昼を過ぎてから本格的な雨。 

とてもできそうにない雨のなかのゴーサインは、みんなの「やりたい」の心意気。 

「どうしてもやりたい」という心意気。ググググーッ、カンバ。 

みんなやりたいんだ、それにこたえなくては。 

 

ごくろうさまでした。雨のなかを、みんなひたむきでございました。 

二日続きの人も多くて、あたまの下がる思いです。 

 

ジャーニーのオープンアームズを聞きながらクルマをとばして豊田の運動公園へ。「これならいけそうな天気」なんとか最後までできるなあ、そんな思いでしたが。 

やれましたねえ、最後まで。 

感謝です、心意気に、感動の瞬間に。 

 

      ジムニーカナーの SUZUKI KEI でした  

 

 

［101］静かに 時に激しく 揺れ動いた ２日間」（2005/5/22） 

 

愛知県障害者スポーツ大会 

指導者協議会会員のみなさん ありがとう おつかれさまでした 

みなさん風邪などひかれていませんか 

 

華やかではないが みんなのスポーツ大会 確かな手ごたえ 

静かに そして激しく 力強い鼓動が伝わった２日間 

 

競技者 競技役員 応援する人 各種ボランティアの人々 

そして 若葉 雨と 全てが混在 一体化したスタヂアム 

 

炎天下の そして雨の中 

スタートの白煙に注視 神経を集中させる決勝審判 

にこやかに 競技者を案内するボーイ・ガールスカウト 

大声をだしながら優しく招集するトヨタボラ、福祉大ボラ 

 

年に一度の楽しみだからね と語られた競技者など など 

 

大会２日目 雨の中 60ｍ音響走 



残像となっても鮮烈に映しだされる 

 

       しばらくは 放心状態か もりなが けんじ 

 

［100］岡山の前にテルテルボーズ（2005/5/19）           

 

土日は豊田です。 

今年は天気でありますように。 

今日思い出したんですよ。ズーッと前、近いから藤岡のフロール美術館をついでに見るといいよってカキコしたのを。 

だめでしたね。土日はあいてない。残念。 

そのかわりに、フロール展。６月２日から栄の松坂屋でやりますから、そちらで我慢して。 

 

SUZUKI KEI 

 

［99］平成１７年度総会（2005/5/15） 

 

総会に出席して頂いた会員のみなさんご苦労様でした（参加者がちょっと少なく

て残念）。 

これで今年度の活動が承認されました（すでに事業は始まってますが）。 

みなさん今年度もよろしくお願いいたします。 

総会後の研修会も、白熱したきわどい（？）議論もありなかなかのものでした。 

ところで、「かける」第５号がまもなくお手元に届くと思います。 

感想をメールして頂けるとうれしいです。 

 

筒井              

 

 

 

［98］プールサイドは暑かった・・・（2005/5/8） 

 

みなさん お疲れ様でした 

今年もプールサイドは暑かった 去年よりも暑く感じたのは気のせ

い？？ 

でも みなさんいい動きをされ 指導員さんすごいなと感じました 

それに 清洲の若いボランティアさんたちも 暑い中いやな顔ひとつし

ないで 

こちらのお願いを丁寧に 笑顔で応えて 聞いてくれていました   

ありがとうございました 

 

ひとつだけ気になったのは 表彰のところに 例年なら主催者の方が 

暑いけど背広を着てくれて 最初から最後までではないけど  

（少しの時間はいてくれて） 

選手の首にメダルをかけてくれていたような気がしますが・・・ 

今年は全くありませんでした 

ちょっと 寂しいですね 

こんなのことを感じたのは 私だけでしょうか？ 

 

さ来週は 豊田で陸上・ＦＤの県大会ですね   榊原 

 

 

 

 

［９７］久々の kakiko (2005/5/8)           

 

黄金週間、白馬、行ってきましたよ。もと同僚がオーナーをしているペンションでした。 

 

ARCCO清洲、お疲れ様でした。 

偶然、３０年ぶりに会った人がいました。懐かしい。 

卓球、その人は初戦で敗退したようですが。 

 

久々の ARCCO清洲は、やっぱり迷路です。 

僕は下呂の老舗旅館を思い出していました。 

旅館に着いて部屋に案内されてくつろいで、さて、露天風呂にでも行きましょうか。 

あの、くねくねとした廊下を歩いて、なんとか浴場に着くんです。 

ゆったりと温泉に浸かるのはいいですよ。気持ちいいですから。 

部屋に帰るときにハタと困るんです。 

どうやって帰ろう。道、忘れた。わからない。 

 

経験ありませんか？ 下呂に限らず、建て増しを重ねた温泉旅館にはよくあることですから。 

 

 

       SUZUKI KEI 



SUZUKI KEI さん お久しぶりです  

４年ぶりに古巣に戻られたとお聞きしました 

いかがですか？ 

また知多へ来る機会があったら寄ってくださいね 

今年度は日中活動の場を提供したいと考え 今準備を始めています ［aslad administrator］ 

 

 

「９６」やっぱり・・・やっと（２００５／５／５） 

 

黄金週間 いかがお過ごしですか 

やっぱりパソコン購入してしまいました 

昨夜一晩中かかって接続し、ネットにつながるのにメールができない・・・なんて四苦八苦 

でも やっと ようやく 前のような環境に戻ることができました 

ホームページも再開できます 

ＰＣに振り回されたくないけど 使えなかった１週間は不便で仕方ありませんでした 

購入したＰＣは 

横浜にあるメーカーの余分なソフトが入っていない価格も満足なディスクトップのＰＣです 

ノートは修理に出すことにしました 

みなさんからの声もまた届けてくださいね 

［aslad administrator］ 

 

最近、使用しているノートパソコンの調子が今ひとつの状態です 

ファンが作動しなく 本体がものすごく加熱してしまいます 

最近の PCは人間よりも賢く このままでは壊れてしまうと判断し 

自分で勝手に電源を落としてしまいます 

だましだまし おだてながら使っていましたがもう限界のようです 

修理に出すか 買い換えるか迷っていますが どちらにしてもしばらく更新ができません 

総会案内・研修会案内と 2004年度の記録が整理できたところでひとやすみです 

ルール講習会が UPできなかったのが心のこりです 

少し待っていてくださいね 

気の短い私だから たぶん買い換えかな？（2005/4/29）［aslad administrator］ 

 

[95]快晴の行楽日和 （2005/4/24） 

 

 

豊田市陸上競技場での 全スポ選考記録会   

会員の皆さん ありがとうございました 

 

5 月も過密な日程ですが 宜しくお願いします 

 

競技役員  競技者と同様に 光っていました     

 

 もりながけんじ 

 

 

 

[94] [90]の回答です（2005/4/13） 

返事が遅くなり、申し訳ありません。 

現在、障害者スポーツ振興センターではキンボールとフットポンプの 

セットを２セット所有しています。 

障害者スポーツに関わる団体・個人に対し、貸出を行っています。 

借用希望の方は、センターあて空き状況を照会のうえ予約してください。 

 

愛知県障害者スポーツ振興センター 

 

[93]なんとか 形になりました・・・（2005/4/2） 

ことばにしなくては通じないこともあるけど 

言い訳って好きではないから つい黙っていることの方が多い私ですが・・・ 

今日は敢て 言い訳を・・・ 

編集作業がかなり遅れてしまった「かける 5号」 なんとか 形になりました 

でも みなさんのお手元に届くのは もうしばらくかかりそうです 楽しみにしていてくださいね 

で、「かける」に時間を取られていたわけではないけど 

ホームページの方も随分と更新が滞っておりました 

また 少しずつ 更新していきたいと思っています 

今年度もよろしくお願いします ［aslad administrator］ 

 

〈TOPページへもどる〉 

〈このページの TOP にもどる〉 
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過去ｌｏｇ 

2004/10～2005/3 

徒然ＢＯＡＲＤに戻る 

このページの TOP に戻る 

ＴＯＰページに戻る 

 

[92]貴方を待っています  

  今年は 特に 忙しい と耳にするが （2005/3/30） 

 

「万博のボランティアがある 地域の活動もあるし 」そんな話を耳にする 

そんな方が多いのだろと思う  

 

 スポーツ指導員の方は 多彩に活躍されている方が多い そうしたことが 指導者協議会の活動を発展させてきた 

 

 先ごろ 指導者協議会が運営を任されたり 協力を頼まれている  

いろいろなスポーツ大会や研修会などへの 参加希望調査があり その結果が集計された 

 

 例年になく 参加予定の会員が少ないようで 事情が分かるだけに 困ったなあと頭を抱える 

 

 忙しい中 なんとか 都合をつけて参加していただければ 本当に嬉しい 

 

 そんなことを思いながら 本格的な桜のシーズンそして 春のスポーツシーズンを迎える 

                             もりなが けんじ 

 

 

                                             ＊右の写真は昨年度のプログラムです 

 

 昨年の愛知県障害者スポーツ大会の様子 

 

 

[91]あっ！びっくり（2005/3/25） 

 

街中 よくチラシとか ティッシュとか配っていますよね 

みなさんはどうしていますか？ 

私はティッシュは実用的なので タイミングで受け取ることがありますが  

その他については 自分に関係無いことが多く ゴミ箱直行なので（ゴミを増やすのも申し訳なく 受け取らず） 

すました顔で通り過ぎることが多いのです 

今日もそうでした・・・ 

と・・・知った顔の方に声をかけられました 

すまし顔が  なんだか 不意打ちをくらった感じで あたふたと・・・ 

あっ！びっくりでした お互いに？ ねっ、KASAI さん 

でも 今日の会合 いかがなもんでしょうか？？？ そう思ったのは 私だけではないと思うのですが・・・ 

まあ 最後に 担当者に要望をお伝えしたからいいとしようかな 

 

さかきばら 

 

 

[90]キンボール（2005/3/7） 

 

こんにちは～！ＫＡＳＡＩです。２７日のスポーツ教室参加してきましたよ☆ 

「キンボール」は楽しかったです。が、あのルールのままでは色々なしょうがいを持っている方には 

キツイ感じがしました・・・。センターの方で、２セット購入する方向だと所長はおっしゃっていましたので、 

あの、巨大ボールをどうアレンジして使うかが、指導員のアイディアの見せ所でしょうか。 

私の場合、知的にしょうがいのある学齢期の子どもたちと接する機会が多いので、とりあえず 

あのボールを与えてみたいと思います。そこで、子どもたちがどんな動きをするのか、 

どんないい顔をするのか、見てみたい。そして、子どもたちからアイディアをもらいたいな・・・。 

と、その前にキンボールを個人的に借りられるのだろうか？？ 

 

 

[８９]お久しぶりです（2005/3/7） 

 

今年もそろそろ県大会が気になってメールします。 

指導員の皆様や懐かしい人、新しい強い人に会うのが楽しみです。 

今年は是非上天気の元で開催されて欲しいですね。 

 

ＰＳ ＳＵさん是非飲みにつれてってください！！！！ 

 

失礼しました。 

 

今泉慎太郎 

 

 

[８８]なぜって、実は （２００５/３/２）          
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実は・・・思い出したんです。 

もう 10 年も前になるんでしょうか。あるエッセイを読みました。 

そこには障害の受容と援助について書いてあったんです。医者の診断告知の現場についてです。 

      

赤ん坊が生まれた喜びや初対面もそこそこに、保育器がずらりと並び、白衣にマスクの医師や看護婦が黙々と働き、モニターの機械音が四方から聞こえてくる。 

まるで宇宙船の船室のような、新生児集中治療室の中で、駆けつけた若いお父さんが、起立したままで、簡単に障害名だけを告げられることもある。 

また医師から、障害についてお父さんの口からお母さんに説明しておいてほしいと依頼され苦悩が倍加することもある。 

 

   （中略） 

 

告知は立ち話でするようなものではない。静かな暖かな雰囲気のする部屋で、お互い腰をかけて、時間をかけておこないたいものだ。     （後略） 

 

豊田市こども発達センター長の高橋脩先生のエッセイの一部です。 

 

僕は、「腸は悪い病気→ではない」の診断が出る前に、何か前にもこの情景があったような感じがしたんです。診断が出る前に、というより、あの宙ぶらりんであいまいなときに。 

この高橋先生の言葉が印象深かったんです。 

簡単に、事実だけを、平坦に。場面は違いますけど、妙に共感して。 

 

重いカキコ 

 

          UNCLE TAKIMOTO 

 

[87]おーい！誰かどこかで何かしてませんかー！（2005/2/25） 

 

障害者スポーツ指導員のみなさん 

 

誰か どこかで 何かしら活動してませんか？ 

 

どんな小さな些細な活動でもいいです。やってることを自慢げに聞かせてください。 

 

そこで起きたさまざまな おもしろ おかしい 出来事をどんどんお知らせください。 

 

超まじめな取り組みでも当然いいです。 

 

聞かせてください。 

 

教えてください。 

 

お願いします。 

 

明日は、天気が良ければテニスの練習に出かけようかな? 

 

****** よ し だ ****** 

 

 

 

[86]最近ドキドキだったんです  （205/2/24） 

 

最近ドキドキものだったんですよ。 

暮れに人間ドックやったんです。そのときの検便で出血してるっていわれて。 

それでお尻からバリウム入れてレントゲンです。 

この間２週間くらい。 

ガンだったらどうしよう、そればかり考えていました。 

これは良い正月でしたね。おちおち飲み過ぎもできない。食べ過ぎする気にもなれない。 

それでレントゲン撮って、やっぱり出た。ポリープが二つあるって。 

これをまた医者が淡々と言うんです。 

「見てみないとわからん」 

それからまた２週間がたちました。 

カメラです。 

この２週間がまたイバラのむしろ。いろんなことを思いめぐらしました。まだシルクロードへ行ってない。万博見てない。 

 

その日、朝から２リットルの下剤を２時間かけて飲みました。 

トイレとお友達でピーピーです。 

 

ズーッとモニターを見ていました。まな板の鯉でしたけど、そのとき大発見です。腸は人間も牛も豚もおんなじです。肉屋で売っているホルモンとおんなじ綺麗なピンク。 

置いといて、 

カメラの先は上行結腸、横行結腸、下行結腸と。大腸の終点まで進みました。その後腸壁を見ながら徐々に抜いてくるんです。 

医者はまたまた淡々と言うのです。 

「ここにポリープがある」「良性だ」「今から切り取る」 



これで気が一気に楽になりました。ホントに一気にヘナヘナッとなりました。安堵です。 

あれは一応手術ですけど、痛くも何ともありませんでした。 

 

こうやって書くと、本当に悩みぬいて過ごしていたように思われてしまいますが、事実は違います。何しろ僕は楽天家で、この間、仕事バリバリで夜は夜で飲み歩いてましたから。 

 

またここにカキコしなくては。 

aslad と関係ない話題でゴメン 

 

 

           UNCLE TAKIMOTO 

 

 

[85]うちの姪をよろしく  滝本えみちゃんです   （2005/2/6） 

 

今日、中野サンプラザからだよ～ん、というメールが姪から入りました。増田明美さんがしゃべりっぱなしだったそうで。 

筒井さんの顔だけはわかったけどほかの人は知らない、と言ってましたが、夜行バスで勇んで全国研修会に参加して楽しんできたようです。 

どうも、帰りも夜行バスらしいですが。asladの会員になれ、といっておきました。たぶん資格取るだけでなく入会手続きとか会費とか必要なんですね。 

去年の２月に研修を受けた新人です。くわえて、先月成人式をやったばかりの新成人です。 

かわいい子なので心配なんですが、皆さんの仲間に入れてくれれば幸いです。 

 

さてさて、最近楽しいですよ。空港から１時間もかからずに南セントレアのチッタナポリに行けそうです。 

聞いた感じとしては、地中海に沈む夕日が見えそうですよ。ジュディーオングの唄が聞こえてきそう。 

あー、空港から１時間は車で、ですから。 

 

             UNKLE TAKIMOTO 

 

 

[84]写真をいただきました♪（2005/1/31） 

 

全スポ埼玉大会のときの写真を出場選手(鈴木さん)のご家族からいただきました。 

ありがとうございました v（゜゜)v  

選手として出場されたみなさんにとって大会はいい思い出となっているでしょうか ? 

あの大会がそれぞれの方々にとって意味のある大会であったことと信じています。 

県大会などの機会にまたお会いし、スポーツを楽しんでいる(取り組んでいる)姿を 

みせていただきたいと思います。 

 

＊＊＊ 吉  田 ＊＊＊ 

 

 

[83]ありがとうございました（2005/1/16） 

第 2 回研修会「こんなときどうする 2004」開催いたしました 

参加者 17 名とちょっと少なかったけど 時間がもう少しあったらよかったなと思うほど 

みなさんからいろいろな意見が出され 内容のあった研修会でした 

 

参加されたみなさんありがとうございました 

内容についいてはタイムリーなうちにホームページに UP したいと思っています 

 

研修委員一同 

 

かなり遅くなりましたが あけましておめでとうございます 

今年もみなさまからの投稿 楽しみにお待ちしています  よろしくお願いします 

 

ところで 新しいページを作ってみました 

トップページの「シャッチーとコッコちゃん」をご覧下さい いまは懐かしいこのマスコットたち・・・当時は大活躍だったのです 

全国大会に行くといつも思うのです 

徳島県の選手団はうずしお大会でのマスコット「すだちくん」のキーホルダーを持っていて ボランティアさんたちと交換しあっています 

福島県の選手団のユニホームには記憶がまちがっていなければ うつくしまふくしま大会のマスコット「きびたん」がプリントされています 

わが愛知は？？？ 県大会や障害者スポーツに関するところにすら 「シャッチー」や「コッコちゃん」をみることはありません 

せめて 私たちだけでも・・・そんな思いでこのページを増設しました 

そして 私たちの会のシンボルマークも もっともっと PR したいな と思うのです 

 

「１９９７年 県庁の障害援護課（現 障害福祉課）で仕事をしていた 当時お昼の１２時になると必ず「ゆうあいピック愛知・名古屋大会」のテーマソング 

田村直美（名古屋出身のミュージシャン）がうたう「誰もひとりじゃない」が流れていた・・・」 

 

そんなことを思い出しながら このページを作りました   ［aslad administrator］ （２００５/１/９） 

 

 

[82]久しぶりに（2005/1/6） 



元気ハツラツな貴生さんとお母さんにあったよ  

不思議と懐かしかったし 嬉しかった 

 

わざわざ写真を届けてくれた 感激のお年玉だ 

 

今月の２９日（土） 文化祭とのこと  

埼玉からもお友達が来るような話しだった 

 

時間がなくて ゆっくりと歓談ができなかったのが心残り 

 

                  もりながけんじ  

 

[81]今年もよろしくお願いします 

 

 新年あけましておめでとうございます。 

福祉の世界では、グランドデザインの発表によって変革の動きが一段と前進していくようです。 

身近なところで障害種別に関係なくサービスを受けられるように、スポーツも身近なところで誰でもが参加できるようにしていきたいものです。 

 色々な大会や活動にご協力頂ける皆さんの情熱が私たちの支えです。今年もよろしくお願いいたします。  筒井 

 

[80]しんねん あけまして  

     おめでとうございます 

  

 みなさま お一人 おひとりの  

  活気に満ちた ご活躍を 

  心から祈念いたします 

       ２００５．１・１  

   

愛知県障害者スポーツ大会をはじめ  

いろいろな大会や研修会などで 

お会いするのが楽しみです 

もりながけんじ 

 

[79]それでは（2004/12/31） 

 下山村の「みねあさひ」は最高においしいって。 

 愛知県で開発された品種で、下山の水にすごく合っていて、最高においしい「米」。 

 このボードにおじゃましてはじめて書いたお母さんのことを思い出して、米のことまで思い出して。 

下山の猿は、だまってひとの家に侵入して勝手に冷蔵庫から食べ物を待っていくんだった。「冷蔵庫を開けるのはいいが、あいつらは閉めていかんから、いかん。」とオチがついていたんだった。 

 今年も終わりです。 

 みなさんの目に触れる頃は年はあけているころです。あけましておめでとう。 

 最近僕は涙もろくて。 

 ガラにあわず紅白を見ていたんです。今もやっているけど。 

 実は、ジュピターで泣いていたんですよ。何か心にしみて、涙がにじんでくるんです。涙腺がおかしいです。趣味も変わった。妙に、ほんわかとした絵が好きになったり。 

 「あみあみ」のあさみさんの絵は大好きです。 

 さて、旧年の問題は、僕は一応カタをつけたつもりです。 

 でも、新年はいろいろ難題が待ち構えています。 

 僕としては、新しいことに立ち向かおうと思っていますが、まわりの世界はめまぐるしく変化しています。フィリピン人ヘルパー、そろそろ受け入れのときでしょうか？ 日本人の阿吽の呼吸をわかってくれるでしょうか。「もうけっこうです」で

本当にやめてしまわないでしょうか。 

 福祉輸送、１８年４月にはうまくいけそうです。 

 これが僕の年越しの思いです。新年も続きそうですけど。 

 ついでですが、グランドデザインの行方が心配です。 

 昨日、教育テレビでアテネ五輪のハイライトをやっていました。土田和歌子さんの銀メダルシーンをやっていました。もう２０年も前、僕のたった１回の全国身障スポーツ経験のときに、彼女は出場していたんだった。 

 とっておきのはなしを最後にしましょう。 

 The ｂlind is also color blind. 

 「盲人は色にも盲人」です。 

  アメリカのとある盲学校の玄関に書かれていたものだそうです。 

 アメリカでまだ人種差別激しい頃。盲学校の生徒はけっして人種差別をしない。 

 もう皆さん感じとったとおりです。普通校でインテグレートがまだ浸透していない時代に、盲学校では黒人と白人の差別なんてなかったんだそうです。来校する人すべてにそれを知ってほしかったんだそうです。 

 差別、偏見のない世界に早くなってほしいものですね。 

  

 それでは皆さん、よい一年を過ごしてください。 

  

                SUZUKI  KEI  

   

 



[78]第 2回研修会について（2004/12/23） 

 

みなさんのお手元に第 2 回研修会の案内が届いたことと思います。 

20 日発送 （予定では）21日に届き そして 締め切りが 25日になっています。 

多くのみなさんが いくらなんでも（考える余裕もなく）申込み期間が短すぎるのではない！と感じられたと思います。 

事務手続き上 このような日にちの設定になってしまいました。 

25 日すぎても 大丈夫ですので 申し込みを迷っている方がいらっしゃたら 是非 FAXまたはメールして下さい。 

たくさんの方のご参加お待ちしています。 よろしくお願いします。  研修委員 榊原 

 

 

[77]笠井さんありがとう（2004/12/19） 

 

笠井さん 研修会を企画したものとしてとてもうれしく思います。 

今回のテーマは、地域の誰でもが参加できるスポーツクラブという中に障害者も含めた誰でもという発想があることです。 

これは、ユニバーサルデザインと同じ発想だと思います。自分もバリアフリーの考え方からもう一歩前進したいと思っています。 

また、お役に立つ研修を企画したいと思いますのでよろしく。 

筒井 

 

[76]はじめまして！指導員のＫＡＳＡＩです （2004/12/18） 

 

 協議会のホームページができてから、拝見しております。 

なかなか書き込む勇気がありませんでしたが、先日、もりなが顧問にお会いして「何か書いて！」とのメッセージをいただいたので、勇気を出して徒然ボードにおじゃまします。 

 

 １１日の研修会は、ちょうど模索中の私の悩みを解決してくれる内容でとても有難かったです。 

地域で、「しょうがいのある子もない子も一緒にからだを動かして、楽しめる場があればいいなー」という思いから、 

自分にできることからやってみよう！と始めた小学校の体育館を借りての「スポーツ教室」を初めて３年目が過ぎていました。 

私自身とても楽しいし、子ども達の成長を感じることができることが嬉しさとなって、活動してきましたが、継続することに義務感も感じてきて少々プレッシャーが・・・。 

来年度はどうしようかな・・・って悩んでいました。 

 しかし、高橋先生の講演を聞き、スポーツが与えてくれる効果や、地域での活動にこだわってきた私はやっぱりこれだ！と気持ちを切り替えることができました。 

来年度からは内容を一新して「淡々と」活動していきたいと思います。 

春日井市で、一緒に楽しみたい方や、サポートしていただける指導員の方も募集してまーす。 

笠井 

ようこそ KASAI さん 書き込みありがとうございます 

先日 とある場所でお会いした際 すぐに頭が働かなく 反応が鈍くてスミマセンでした 

こうやって 書き込みいただき とても嬉しいです 

指導員さんからの 生の声は みなさんに力を与えてくれるような そんな気がするのです 

また ときどき このページに遊びに来て下さい  ［aslad administrator］ 

 

 

[75]ありがとうございます （2004/12/15） 

 

突然の書き込みにも すぐにお返事を下さり、 

ありがとうございます。 

娘は、今は水泳（シンクロと称して・・）をしているのですが、 

正しい泳法を身に付けることで、体幹のコントロールが良くなる 

と言う説を聞き、泳法を教えてくれるスイミングクラブがないかと探し中です。 

しかし、せっかく紹介していただいた所も、日常に追われて行けずじまい・・・。 

そんなこんなで、また HPをさまよっています（＾＾；） 

                                       

石川 

 

 

各種大会・行事に協力、参加され 指導員さんまたは参加者が活躍をしている写真を撮ってきた方がいれば  

是非 送って下さい 

「私たちの活躍」のコーナーに載せたいなって 思っています 

［aslad administrator］ 

 

 

 

[74]流星群 （2004/12/15） 

 

流れ星が見えない。見えたとメールでおしえてもらったのに、眼が悪いのと、空気が悪いのと・・・ 

さておき 

このところまったりした生活をおくっていました。仕事は暇ではないのに。ここにカキコする元気を失っていたわけではありません。 

ただ、まったりとトキが過ぎていったのです。 

何気に「あみあみ」の亜沙美さんの絵をながめ続けたりして。 

いい絵ですよ、本当に。ほんわかとして。 

でも、どうやってたどり着いたのか僕にはわかりません。忘れてしまいました。彼女は半田養護を３月に卒業するみたいだけど。 

今はショートカットに「あみあみ」のアイコンがあるだけです。 



絵といえば気に入った画家がいるんですけど、名前も忘れてしまった。関西の方の精神障害の人。 

遠いけど、今度行ったら買ってこよう。藤岡町の観壽々園の２階のフロール美術館。 

先のハナシで皆さんも県障害者スポーツのついでにどうぞ。すぐそこだから。 

 

昨日は署名せずにカキコしてしまって管理人さんに助けてもらった。 

今日は書くよ。 

 

                    SUZUKI KEI 

 

 

[73]冬なのに 暖かく と思いきや・・・・（2004/12/12） 

 

１週間前に 仕事で 設楽まで 出掛けた 

明け方に 雪がちらついたそうで ビックリした 

昼間は あったかくて 少し眩しいぐらいの陽だまりで のんびり 

五平餅をほおばった おいしかった 

 

「ｓｕｚｕｋｉ ｋｅｉさん」 

だいぶん 心配していました 

朝夕の日課 ＨＰのチェック どうされたのか 病気なのか 

ほっとしました しかし 久しぶりの登場にしては 僕にとって 重い内容  

でも いいか 

 

「三角頭蓋」 

治療 沖縄の那覇病院の医師の臨床研究かな 

「三角頭蓋（頭蓋骨の一部が三角山の様になっている状態）のかたちと  

知的障害との因果関係を外科的治療によって臨床的に解明した」 

 

そんな内容だと思う。効果や良し悪しのコメントは避けますね 

良くわからないので  

医師が、何かの賞を受賞したことで、インターネットなどにも 盛んに登場したと思っています 

詳しいことは そちらで 

 

「石川さん」お便り拝見しました 

娘さんが 楽しいスポーツを発見できるといいですね 

なにか みつけて 教えてくださいね 

 

地べたに 土に 草原に 寝転がり 身も心も のんびりと 

そんなひととき 至福のよろこび  

ボールでもあって仲間がいたら最高 

などと パソコンに向かい ひとり呟く 師走の日曜日  

 

                      もりなが けんじ  

 

 

[72]はじめまして（2004/12/12） 

 

中学生になる障害を持つ娘に、何かスポーツをさせたいと検索中にこの HPにあたりました。 

何人か、知っている方の名前を見つけて、驚いています。 

みなさん、お仕事でも忙しいのに、こんな活動もされているのですね。 

私などは、自分の事で精一杯で、娘の面倒さえも人任せにしているので、 

本当に頭の下がる思いです。 

今後も HP、拝見させていただきます。 

                                    石川 

ようこそ 石川さん HPをごらんになっていただいた上に 書き込みまでいただき大変嬉しく思います 

当 HPの管理をしています 榊原と申します。 

これからも よろしくお願いいたします。いろいろなご意見お聞かせ下さい 

また 来年春には愛知県の障害者スポーツ大会も開催されます 

誰でも参加ができる身近な大会です 

娘さんとご一緒にいかがですか 

［aslad administrator］ 

 

 

[71]自閉症シンポジウム in中小企業センター（2004/12/12） 

 

久しぶりに顧問が仕事しているところを見ましたね。つぼみの会の岡田さんも見た。 

テレビを見ていて偶然でしたが、実は申し込みはしていなかったけどあれは参加したいと思っていたんです。忘れていた。 

１/１６の蒲郡に行こうかと思っていますが。 



最近、彩の国の話題で盛り上がっていたので、縁のない僕は入り辛かったんです。そろそろ違う話題も出してよさそうですね。 

顧問に聞きたかったんです。「三角頭蓋」？ 

SUZUKI KEI 

 

 

アクセスカウンタが３０００を越えました 

訪れて下さったみなさん ありがとうございます 

これからも よろしくお願いします 

キリ番踏んだのはどなただったのでしょう？  2004/12/9 ［aslad administrator］ 

 

[70]視覚ハンディキャップテニス（2004/12/7） 

ちょっと遅くなりましたが、１１月２８日（日）東海市にある愛知製鋼体育館をお借りして、第９回視覚ハンディキャップテニス大会アスカム杯がありました。 

もう９年も続いているんだと思わず感慨深くなってしまいました。最初の頃の運営に比べるととてもスムーズに流れています。 

この大会では、日本女子テニス連盟愛知県支部の皆さんが第１回から審判としてお手伝いして頂いています。 

指導員も初回から２０人前後がお手伝いさせてもらっています。今年も、全盲の選手のすばらしいプレーに感動して帰ってきました。 

この大会は、毎年１１月の第４日曜日に行われます。 

興味のある方は一度参加してみませんか。  筒井 

 

[69]三顧ならず 一顧の礼に報われて（2004/12/1） 

 

今日からもう 12 月なんですね、早いですね 1 年。 

今日は午後から 仕事の休みがとれたので、久しぶりに岡崎まで行ってきました。 

「かける 5 号」の原稿依頼をしに 片道 1時間半かけて 車とばして行ってきました。 

 

そういえば、春先も車とばして 蒲郡まで行ったっけ。 

あの時も そして今日も 私の一顧の礼（こんなことばは無いけど）に 相手の方は快く依頼を受けて下さいました 

お二人が 諸葛孔明でなくてよかった だって三回も蒲郡や岡崎まで行くのは容易なことではないですもの 

ありがとうございました    

 

[68]第４回大会に保護者として行ってみて（水泳競技の選手の保護者です）（2004/11/25） 

 

一言「遠い」・・・競技日程に併せて通いました二日間 

二言「全国のレベルは高い」・・・２競技とも４着で、レベルの高さを痛感 

三言「会場が離れ過ぎ」・・・水泳会場から他会場にも行こうかなと行き方を調べたら 

片道約９０分、往復３時間はきつい。 

で、あきらめました。 

四言「開会式に出た姿を見たかった」 

最後に「引率役員様へ ありがとうございました。」  鈴木雅盛 

 

水泳会場 川口市立東スポーツセンタ 

 

[67]一瞬のできごと だけど・・・ （2004/11/23） 

 

悠子さんからのお便り   

徒然ボード 女性最年少のレコードです 

 

レシーバーによって刻々と伝えられる 皆さんのファイトと競技場の様子  

スケジュール表を見つめながら本部テントから静かに声援をおくっていた 

 

そうしたなか  

今こそ 競技場に足を運ぶ時 そう直感した 

 

大声であなたの名前を叫んでいた 本当はお母さんの方を向いて叫んだのかもしれない 

 

思いをかたちにして 伝える必要があった 

感情を表に出し 全身全霊を傾けた あらん限りの声をふりしぼった 

 

あなたが あなたの力で手繰り寄せ もぎ取った 栄光の記録とメダル 

２日がかりの延長戦 二死からの逆転さよならホームランだ 

 

ほんの一瞬のできごと だけど そうした感動の繰り返しが 人生を彩るのだと思う 

バスケットボールをはじめ いろいろなことに挑んでください  

 

わたしも また 挑戦を続けるだろう 

 

                   一瞬だが・・・・   もりなが けんじ 

   

 

 



[66]榊原さん＆森長さんへ （2004/11/22） 

 

お元気ですか？ 

私は元気です！！ 

２０日の土曜日に、ひいらぎ養護学校の文化祭があって貴生ちゃんが来てくれました～！ 

１月の貴生ちゃんの文化祭には、私が行くよ！ 

今、クリスマス会を企画中・・・、菊地君や翔君も来るといいなぁ～。 

あれから、メールをみんなとやり取りしています！ 

全国大会の競技に出て、レース用の車椅子と走って 800 では転倒しちゃったけれど、 

100 でメダルがとれてとっても嬉しかったです！！ 

また、みんなに応援してもらえてとっても嬉しかったです。 

森長さんのでっかい声援が走ってる間ず～っと聞こえてました！ 

応援、本当にありがとうございました！！ 

今度は是非、バスケで出れるように春日井でのキャッツの練習頑張ります！！ 

あと 10 年くらいかかりそうだから、それまで 2 人とも現役でず～っとやっててくださいね！ 

頑張れ～！！         

                                ｂy 鈴木悠子 

 

 

悠子さん メールありがとうございます 

彩の国 まごころ大会 一緒にいろいろな経験できたこと 私にとっても大きな財産となりました 

今回は 本当にみなさんの 6日間の成長に驚いています 

私 中学の頃 ふにゃふにゃしていたから・・・ 

あと 10 年 現役かぁー まだまだいけるかな？ 

悠子さん ときどき ここに遊びに来て下さいね  さかきばら 

 

[65]わたしのゆめぴっくあいち（2004/11/18） 

 

１９９４.１１.１２・１３   

第 30 回全国身体障害者スポーツ大会 

「ゆめぴっくあいち （あなたがタッチ こころのバトン）」 

わたしにとって とくべつ 摩訶不思議な響きだ 

 

明日は 実行委員会事務局の 10 周年記念式典？が開かれる 

「彩の国まごころ大会」をさけて１週間ずらしての集まり  

毎年開かれる同窓会だが じつに楽しみだ 

 

「ゆめぴっくあいち」 との出会いが 大好きな指導者協議会の活動を生んだし 

多くの皆さんとの出会いを生み 育む原動力になっている 

 

明晩は時間の経つのも忘れて 10 年前にタイムスリップしてしまうだろう 

非日常の連続で 綴られ そして彩られるこの季節の最終章 

 

明日を境にして 平成 17 年を手繰り寄せる その瞬間でもある  

一年のなかで 最も こころが乱れる季節でもある 

 

 

                 いまだ 夢さめやらぬ  もりながけんじ 

 

 

[64]選手の顔々 水泳監督の一言（2004/11/17） 

名古屋駅 

集合時間よりもかなり早くから集まっている 

緊張かどことなく硬い選手の顔々 

全選手の確認が出来まず一安心 

彩の国まごころ大会へいざ出発 

（中略） 

全ての競技を終え 

大役に重圧に開放された選手の顔々 

なんともいい顔々 

語らずとも自然と体から現れてる 

心に残る財産をかちえた顔々 

 

閉会式 

セレモニーの後のアトラクション 

石井・・・・・（私分からない-元米米のメンバーだそうです）のワンマンショー 

ドーム内の会場 

選手団と観客席が一体になった盛り上がり 

薄暗い会場でしたが 

皆喜々とした顔々 

凄いすごい 



私も歳を忘れ感動 

 

名古屋駅帰着 

解団式 

皆目線が上向いてた 

何かをつかんだ 

また新しいものをみつめ 

 

出発の時とは全く違う顔々 

皆いい顔々 

私の顔 

崩れっぱなし 

 

岩月冨士雄 

 

[63]彩の国での 6日間（2004/11/16） 

彩の国まごころ大会へ 陸上コーチとして同行いたしました。 

6日間だからできたこと（6日間のひとり暮らし） 

6日間だからできること（連日 5：30朝食ではたまりません）    

 

     蚊が鳴きいるようなやさしい声だったのが いつしか大きな声へと 声変わり？パートナーさんと楽しそうに話しをしている選手 

     写真を撮るとき 最初はうつむいて はにかんでいたのに レンズにニッコリほほえみ ピースサインを出してくれた選手  

 

今回は 日に日にたくましく変わっていかれた 選手を目の当たりにし みなさんの秘めたる力と全スポ特有の不思議な力を実感しました  

 

競技も すごかった 

不慮のアクシデントで 1つめの競技の結果を出せなかった.。次の日の競技では接戦 ラストスパートで逃げ切り 堂々と入賞した選手 

大会 3日目 朝からあいにくの天気 でも競技を控えた選手は担当コーチと共に 雨の中アップをしたり バトンの受け渡しの練習を繰り返したり・・・  

 

宿舎にいるときとはまた違う表情で 競技に臨む選手の姿は  私たちに感動を与えてくれました 

 

一緒に経験したこと 教わったこと 大事にしていきたいと思っています。 

6日間ありがとうございました。 榊原   

 

 

[62]彩の国まごころ大会 みなさんありがとう（2004/11/16） 

 

参加選手のみなさん  

つい数時間前まで 皆さんとともに 叫び 笑い 泣き そして喜び 怒り ・・・ 

・・そんな私が 埼玉の地にいました 

 

夢のようで 非日常的な ６日間でした 

こころも からだも 疲れが残っておられることと思います お風呂に浸かって 急がずに 少しずつ癒してください 

 

今後のご活躍を祈念いたします そして 春の県大会には 会場でお待ちしています 

 

遠く埼玉まで応援に駆けつけてくださった ご家族 関係者の皆さん 

選手はもちろんのこと 私にとっても 大きな力になりました 

 

監督やコーチとして 参加いただいた皆さんには  

長期にわたり職場を離れることで肩身の狭い思いをされた方も多かったのではなかろうか 

 

そして 現地で あたたかく ガイドしていただいた 埼玉の 実施本部員 まごころパートナーのみなさん 

ありがとうございました 心から感謝します 

 

                   心地のいい疲れのなかで   もりながけんじ  

 

 

 

[61]また感動をもらいました（2004/11/16） 

 

全スポ埼玉から帰ってきました。 

 

毎回新たな感動をおみやげに帰ってくる大会ですが、 

今回も精一杯の力を出し切る選手に元気をもらいながら大会を終えました。 

 

役員として参加された指導者協議会会員の皆さんお疲れ様でした。 

 

筒井 
 

 



 

[60]彩の国 （2004/11/9） 

 

もう今週は埼玉だねえ。何回目になりましたか？ 宮城が第１回だったことはおぼえているけど。 

いずれにしても現場では忙しそうだ。 

ガンバッテ顧問、そのほかの方！！！ 

 

僕としてはゆめピックが懐かしいよ。まだあの頃は身体障害だけだった。顧問はしゃかりきになってやってたねえ。 

 

                     SUZUKI KEI 

 

ところで９時ちょっと過ぎにどこかで爆発があったんじゃないかい？ すごい音がした。 

 

[59]何の関係もないんですけど（2004/11/4） 

最近テレビでベン・ケーシーのテーマ曲が流れています。ヤクルトレディーのコマーシャル。最近はコマーシャルソングでリバイバルが目立ちます。 

ベン・ケーシーといってもわからない人が多いと思いますけど、アメリカの凄腕の外科医のドラマです。何か毎週必ず見てましたね。 

 

ところで、新潟中越地震は急性期を過ぎて、いろんな支援が始まってます。やはり、対象者が少ないと支援は後回しになるようですが、忘れてはいけないですね。 

今週、豊田市の保健師も他の市の人たちと救援に行ったようですけど、寝るところ、食べるものなどは全て救援に行く人が自分たちで準備するんですって。 

 

少数の特別な支援を必要とする人のことを忘れてはいけません。 

 

牛をヘリで運んでいる。檻の上に垂直尾翼をつけないと不安定だよ。 

 

                     SUZUKI KEI 

 

 

[58] おんれい （2004/11/2） 

01.10.31 

『障害者軽スポーツ体験フェステバル』 

 

行事関係者心配した雨もなく 大盛会（動員 159 人） 

 

行事進行に 障害者スポーツ指導員の支えの強さに敬服 

 

御協力頂きました皆々様 有難うございました 

厚く御礼申し上げます 

 

04.11.02 

豊田市  岩月冨士雄 

 

追伸 

記録写真（？） 後刻報告します 

 

 

［57］障害者軽スポーツ体験フェステバル（2004/10/29） 

 

総動員数予定 120 人が 

今日現在 149 人になりました 

一般体験参加者が大幅に増えました 

当日（10/31）の盛会を祈るばかりです 

まずは 一報 

 

豊田市 

岩月 

当日の様子もまた教えてください  

できたら写真も送って下さると嬉しいです［aslad administrator］ 

 

［56］ハイパーレスキュー （2004/10/28）  

 

２歳の男の子が助かった。４日ぶりの生還。レスキューが抱き上げたとき、ボロボロボロッと涙が出てきた。最近、徳光アナじゃないけど涙腺がゆるいんですよ。 

寒くって、暗くって、おなかが空くし、なによりもお母さんが抱っこしてくれない。ママー、ママーと呼んでも何もしてくれない。 

よく頑張ったね。 

 

じつは昨日、松田聖子のドラマ、ダウン症のあきゆき君を見ていたんです。 

涙腺ゆるいもんだから。カミさんもいるし息子も一緒に見ているし、泣いちまうからヤバいなあと思っていたんですよ。お父さんの威厳が保てなくなる。 

でもね、それが泣けないんですよ。 

軽いんです、ストーリーが。ドラマだからうったえないんです、心に。 



 

それで思ったんです。 

現実は重いんです。とても重いんです。心に、たしかに響くんです。 

 

昨日、今日で、その差がわかりました。 

 

                   SUZUKI KEI 

 

 

［55］情報有難うございました（2004/10/28） 

 

お久しぶりです。今泉慎太郎です。 

 

名古屋楽走会の情報ありがとうございました。 

 

ドラゴンズ非常に残念でした。ああー悔しい 

 

来年も応援するぞ 

 

またおじゃましてもよろしいですか？ 

もちろんです またいつでも遊びに（カキコしに）来てください 

先日 所用で一宮町まで行ってきました また 12 月にも行くのですよ ［aslad administrator］ 

 

 

［54］ガンバッテ（2004/10/26） 

 

何か僕の近くには高遠帰りが多くて。 

高遠ではゴクロウサンと思っていたら、埼玉の差し入れの要求がきた。たいへんだってことはわかりますので、心ばかりの声援を贈ります。 

ガンバッテ 

ところで誰が行くのか。 

 

それもありますけど、新潟も大変です。 

特別な支援のいる人たちもいます。阪神淡路のときに忘れられていた人たちのことも、はじめから支援しないと。もう、経験があるのですから。 

集団生活ができなくて避難所にもいけない人たちもいる。 

 

でも、ニーズは違うかもしれない。 

阪神淡路へは１週間行きましたけど、そこでは人の世話をしていました。今度の地震は土木作業が多そう。僕は気力と体力が心配です。あれから何年たちましたか。 

次は我が身。 

 

                    SUZUKI KEI 

 

 

［53］アウトドア研修イン高遠（2004/10/20）   

 

皆様、貴重な研修に同行させて頂き、ありがとうございました。 

初めて会う方たちと、初めての高遠で、私・息子は緊張しておりましたが、 

とっても明るい人たちの中で、２日間楽しくいろんな事が体験できました。 

 

高遠は寒かったけど、寒い中でのキャンプは、ファイヤーが暖か 満天の星のした、盛り上がりましたね。 

私が一番感動したのは、バツゲームで○○文字を読みあて、７文字を組み合わせて 

答えを出すのでが、皆さんが真剣に考えて答えている姿をみて、すごい！！と思いました。 

 

また、どこかでお会いした時は、よろしくお願いしまーす。 

子どもは、「にぎにぎライト」が気に入ってます。  雅貴のお母さん 

 

高遠は、疲れたけど、楽しかったです。 夜のご飯がおいしかったです。 

お風呂は、最初熱かったけど、気持ち良かったです。    雅貴 

 

 

［52］高遠 また行きたいです （2004/10/20） 

 

ありがとうございました みなさん   

それぞれの胸に それぞれの想いが残った 2日間 

星 きれいでしたね 夏の大三角形  

 

帰ってきてから バタバタ忙しく 今日は台風で てんやわんや 

気の利いた あいさつもできませんが 本当に ありがとうございました   

 

研修委員 榊原 



 

［51］アウトドア研修会 名前は固いが たのしかったです（2004/10/19） 

 

研修委員会のみなさん 

参加のみなさん 

 

おつかれさまとは言いません 

ありがとうございました 

 

日常から離れて楽しかった 

星は 美しかった 

 

星は 自らが光となり 或いは 光を受けて 光を放つ  

観るものは 美しいと心を動かし 賛美するもよし  

何万光年の彼方からの光だと 科学的に観るもよし 

星は 星  

 

                      もりなが けんじ 

 

［50］ということでジェネレーションギャップ（2004/10/18） 

かに道楽では入社半年後に新入社員の保護者会をやるんだって。新規採用の人は成長してないというか、主体性もなく、半年もすると落ち込む人が多いらしい。 

そこで、途中でやめられても困るので親の会をやることにしたらしい。中学校かと思ってしまいませんか？ 

 

最近は若いお母さんもたいへんらしいよ。 

赤ちゃんにお乳をあげるのに、どれだけ飲んだのかわかるように一度搾乳して哺乳瓶で５０ccずつ計ってからあげるんだって。 

 

最近の若い大人はこんなもんですよ。 

 

僕が若い大人だったころは考えられなかったねえ。 

 

                  SUZUKI KEI 

 

皆さん今頃高遠か？ 

 

 

［49］アウトドア情報５（2004/10/15） 

アウトドア研修まで とうとうあと 1日となりました 

思えば 昨年は計画していたのに実行できず 今年こそはの意気込みで準備を進めて参りました 

まさか 明日の日を迎えることができようとは・・・・（ちょっと オーバーですが） 

 

週末のお天気も良さそうです  でも寒いかも  （高遠町のお天気は http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/20/4830/20381.html） 

備品の準備も OKです 差し入れのビールの準備も怠っていません 

 

明日 明後日 県庁界隈は「なごやまつり」がくりひろげられるとのことですが 集合時間には支障はないと思います 

８：３０にみなさんとお会いできるのを 楽しみにしています 

 

高遠の秋を 満喫しましょう   研修委員一同 

 

 

［48］ Culture shockカナー （2004/10/13） 

 

突然違った世界に飛び込んだらどんなんでしょうか。      

しばらくお付き合いのあった中国人留学生がいました。もちろん中国には今もいますけど。 

数年来、日本で勉強し、バイトし、生活をして、どうも日本という環境が染み付いたようです。 

 

彼・彼女等は帰国していきましたが、２ヶ月して、大学の学位の手続きや外務省の手続き、 

残っている荷物の整理のためにまた日本に帰ってきました。   

「久しぶりに中国で生活をしてまた日本に来て、あらためて感動した。 

ホームセンターでダンボールを買っても、郵便局に集荷を頼んでも、皆親切で丁寧で、お礼までいわれる。 

中国では、店員に怒られるようなことはあっても親切にされることは絶対にない。」 

中国での買い物は怖そうだよ。ついでに言ってました。 

「６年も国をあけていたらスーパーができていた。レジでお金を払って、店を出るときに、出口で今度はガードマンにレシートと 

商品を一つ一つチェックされるんだ。侮辱されているようで、アタマにきた。でも中国人はみな並んで順番を待っているんだ。」、 

「待て待て、自分も中国人だった。でもこの扱いには耐えられない。」   

  

 カルチャーショック、下山村に続き第２弾でした。 

 

 こんな話も。 

こう表現しているのは袖ヶ浦のびろ学園の沼倉さん。 

のびろ学園は僕も一度おじゃましましたけど、東京都の都外施設で、藤井フミヤさんが自閉症の役をやるのに勉強しに行ったところ。   

http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/20/4830/20381.html


自閉症の人の生活場面で、困った行動の裏に。 

「今までこれでよかったのに、何で急に止められるようになったんだろう。 

言われたことの意味も、どうしたらいいのかもわからない。文化も言葉もわからない外国につれてこられて、 

仕事をさせられているけど、ともかく適当に動いているが次第に心細くなり、自分を振り回している他人が憎らしくなったりする境地。」 

思春期のストレスを、こうあらわしていました。（自閉症ガイドブック３より） 

  

                   SUZUKI KEI 

 

 カルチャーショックよりジェネレーションのギャップの方がキツいかもしれないねえ。 

 

［47］私も載せて 『障害者軽スポーツフェステバル』掲載有難う （2004/10/12） 

 

近くの障害者スポーツ指導員さん 

当日お暇な人見に来て！ 

当日お手伝いして！ 

当日一緒にプレーして！ 

参加費 300円かかるんですが 

手造りのイベント 

参加する障害者今日現在で 90人（一部付添い）になりました 

 

豊田市 いわつき 

 

［46］あたりまえの風景 ～ある保育園の運動会より～（2004/10/9） 

明日は何年か前までは体育の日だった日 そして 1964年に東京オリンピックが開催された日 

あちこちでいろいろなイベントも開催されるのだろう 

 

小さな町の とある保育園で行われた運動会のビデオを観る機会があった 

その保育園は昨年度まで 障害児保育をしていた園であり その関係で 年長さんのクラスには 障害児といわれるお子さんが在籍している 

 

先日行われた運動会での１シーン 

年長さん 2 クラスは 3グループに分かれ 運動会の花形であるリレーが種目に組まれている 

足と手の不自由なその子も 当然メンバーに（仮に白組さんとしよう） 

白組さん トップを死守して その子にバトンタッチ 

1周ってどのくらいなのか？せいぜい 20mか 30mだと思うが どんどん抜かされ 

その子が次の子にバトンを渡すときは 2 周遅れになっていたという 

でも 保育士さんたちもよく考えてグループ構成していた 

白組さんには 何人か足の速い子がメンバーにいて みるみるうちに追い上げ 結局アンカーは 1番でテープを切った  

このビデオを観て感じたのは その子ももちろん一生懸命走った 

そして 白組の子どもたちも 一所懸命自分も走って 一生懸命走るその子を せいいっぱいの声援で応援していた 

障害の人が行うスポーツを 大人になると 「障害者スポーツ」という 

でも 子どもたちは 障害児だろうがなんだろうが 関係なく なかまとして あたりまえに一緒に運動会をおこなう 

あえて障害配慮をいうのなら 

保育士さんたちが考慮したと思われるメンバーの構成くらいだろうか 

 

大きくなると あたりまえのことが あたりまえでなくなってしまうことが増えてしまうのは どうしてだろう 

その子が 来年 就学に当たってどのような選択をされるのか させられるのかわからないけど 

今のまま ずっと みんなと なかまでいることができたらいいなと思った   ゆき 

 

 

［45］熊もかわいそうだけど（2004/10/9） 

しばらくリスを飼っていた。 

 突然後ろ足に麻痺がきて前足でしか移動できなくなったの。何かリス特有の病気らしい。 

 それからすぐ死んでしまった。 

様子がおかしくなってすぐ獣医に相談したんだけど、ゲッシ目は診れないと断られたんです。あの針のような牙で噛み付くのでだめなんだって。 

 今は庭のどんぐりの木の根元で眠っています。 

  

今度は、今年一番大きな台風だそうです。皆さん気をつけてください。いろんなものが飛んできますから。 

 三重県はたいへんです。復旧もできてないのに追い討ちです。 

 

 

                      SUZUKI KEI 

 

［44］パラは進化の途中？（2004/10/7） 

パラリンピックは、その名称の意味も進化をしてきていますが・・・・（現在はパラレル＋オリンピック） 

競技レベルの向上には感心させられます。選手やそれを支えるみなさんの情熱を感じ得ずにはいられません。 

 

アテネパラにおいても自己記録を上回りメダルを獲得選手、世界新記録を樹立しメダルを獲得した選手など 

すばらしい活躍をみせてくれました。 

file:///C:/aslad/toyota_annai.htm


また、メダルにいたらなかった競技（選手）おいても その競技レベルはあきらかに向上してきています。 

（選手のみなさんは日夜 自らの競技レベル向上のため練習しいるのだから当たり前のことかも・・・ね。） 

 

メダル獲得数の多い国における その発展には目を見はるものがありますね。（特に中国はすごいですね！！！ 次は北京） 

車いすテニスにおいては、アジアの国として初めてとなる男子ダブルス（斎田選手・国枝選手）金メダルを獲得しました。 

 

このような選手を目標にスポーツに親しむ方がもっともっと増えていくよう願っています。       

 

＊＊＊ 吉 田 ＊＊＊ 

 

 

 

［43］いやあ、顧問はさらっと力がはいるねえ（2004/10/7） 

さっそくでありがとう。 

当時、愛知では「身障者を見世物にする気か」とたいへんだったらしい。それを実施にこぎつけたようだ。 

  

                  SUZUKI KEI 

 

［42］「パラリンピック」と「村の運動会」 私のスクラップメモから（2004/10/7）  

［41］東京パラは小さな福祉の記事だった の SUZUKI KEI さんの投稿へのお返事がありました 

 

 L..Guttmann 博士は、第二次世界大戦後、イギリスのストーク・マンデビル病院で、傷病兵、 

とりわけ脊損者の治療・訓練や社会復帰の促進に、スポーツやレクレーションの手法を積極的にとりいれられていた。 

 

そこでの成果を、単に訓練の結果としてではなく、スポーツゲームとして発展的に実らせた。 

それが、パラリンピックの起源といえ、1948 年オリンピックロンドン大会の開催日にあわせて、 

車椅子バスケットボールなどの競技会が開催された。 

 

博士の言われた「失われたものを 数えるな 残されたものを最大限に生かせ」は、あまりにも有名な言葉で、 

障害者スポーツの基本理念の柱として、現在に伝えられている。 

私自身２５年程前に、障害者スポーツ指導員の養成研修会で耳にして以来、活動の大きな指針となっている。 

 

その後、1952 年には、イギリス国外からの選手も参加して、「第 1 回国際ストーク・マンデビル競技大会」の開催となった。 

1960 年のオリンピックローマ大会からは、オリンピックの開催後、同じ地で開かれることになり、 

1964 年には東京で開催された。以降、開催地については、諸々の事情により、オリンピックの開催地を離れたこともある。 

 

ストーク・マンデビル以来、脊損のみの大会であったが、1976 年トロントの大会には視覚障害者、 

切断とポリオの障害が、1981年のアーヘン大会で脳性麻痺とその他の機能障害が加えられた。 

 

1988 年には、名古屋市と開催を競った、ソウル市で開催され、東京大会以降、公には、呼称されなかったパラリンピックの名称が定着した。 

1989 年に国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）が発足し、1960年のローマ大会を第１回大会として、そこから起算し、回を数えた。 

 

1992 年には、マドリッドで知的障害者のみのパラリンピックが開催され、1996 年アトランタ大会に至って、 

知的障害者の一部の種目が実施され、2000 年のシドニー大会では、知的障害者の競技が完全実施された。 

しかし、残念ながらこの大会で、知的障害者のバスケットボール競技の選手に混じって健常者が参加してたとされ、 

2000 年２月に IPCより知的障害者の参加について、資格の一時停止の措置が取られて現在に至っている。 

 

パラリンピック東京大会は、２部構成で開催され、 

 

第一部は、前述の国際大会として、２２カ国が参加し、５日間の日程で開催された。 

 

第二部は、国際大会終了直後に、視覚障害、聴覚障害の選手を含めて、全国都道府県（当事、復帰していなかった沖縄を含む）から４８０名？ 

の選手が参加して、２日間の日程で開催された。 

 

ちなみに、この年、全国都道府県ではいたるところで、第１回の障害者スポーツ大会が開催されている。 

愛知県においても、名古屋市を含めた県大会が鶴舞公園陸上競技場で盛大に開催された。 

わが村のステテコ姿に素足のおじさんも楽しそうに、そして真剣に参加されたのだろうか。 

 

東京大会（第二部）の開催をうけて、翌年の岐阜（秋季）国体と一対のスポーツ行事「第１回全国身体障害者スポーツ大会」へと引き継がれることとなった。 

 

ご承知のとおり、この大会は 2000 年の第 36 回富山大会を区切りとして、 

2001 年に「全国知的障害者スポーツ大会（ゆうあいピック）」と統合され、「全国障害者スポーツ大会」として、 

宮城県で第 1 回大会が開催され、今年は埼玉県で開催される。 

 

 

以上、数々の文献・資料からの切り貼りによります。よって、それらの参考・引用文献等を明記するのが礼儀ありますが、 

あまりにも膨大なので省略させていただきたく、先人の方々には記して深謝いたします。 

 

なお、詳しいことについては、日本障害者スポーツ協会編集・発行の文献資料やインターネットで検索されることをお奨めします。 

 

 



さらっとのつもりが 異常なほど 力がはいってしまった  もりなが けんじ 

 

 

［41］東京パラは小さな福祉の記事だった（2004/10/6） 

今のパラリンピックは昭和３９年の東京パラがはじめてらしい。 

このへんは顧問の方がよく知っていると思うけど。 

脊損だけのパラをほかの障害にまで広げるために苦労したらしい。ほかの障害もやるためにパラを１部と２部に分けたんだと。 

１部は従来の脊損。２部はほかの障害。これを付け足しみたいにやるといって了解してもらったんだって。 

誰か詳しいこと知らないかい？  

                    

                       SUZIKI KEI 

 

コロニー祭はやったんだね。うちの町内の祭りは１週間延期。でもまただめみたい。２回目の延期はないよ。 

コロニー、しばらく行ってない。近いうちに行かないと。 

 

 

［40］あいにくの雨のなか 暫し童心に（2004/10/3） 

コロニー祭 心身障害者コロニーのおまつり 

早朝は曇り空だったが 次第に雨模様となった 

 

「障害者スポーツの普及・啓発」のブースを企画した 

何人かの会員の方々に声をかけた 急の話にもかかわらず 駆けつけてくれた皆さん 

ありがとう  

 

心から感謝します   

雨でずぶぬれの中のツインバスケットのデモンストレーション  

ほとんどのお客さんが素通りする中  一人の少年がつきあってくれた  楽しさが 

２倍 ３倍に増しいつしか童心になっていた 

 

雨も忘れて無邪気に遊んだ 楽しかった  名前も知らない少年に感謝したい 

日常の仕事から離れて 指導者協議会の会員として参加したコロニー祭 

 

競技役員・審判の時とは異なった皆さんの穏やかで屈託のない笑顔がそこにあった 

 

                            もりなが けんじ  

 

みなさん 本当に  
 

お若く（見え） 楽しそう 

 

雨の中 

 

お風邪をめしませぬよう 

 

 

［39］アウトドア情報 4（2004/10/3） 

アウトドア研修の内容詳細 4日（月）に みなさんのお手元へ郵送します 

楽しみに待っていて下さい 

内容確認され 不明な点があれば メールか FAX(0569-73-4112)で連絡をお願いします 

研修委員 榊原 

 

［38］熊はこわいよ（2004/10/3） 

 

私の実家も、イノシシ・たぬき・きつね・熊・鹿・猿・・・・・などなど、いますよ。 

２年ほど前は、天井裏にアライグマが住んでいました。 

雨漏りかと思ったら、アライグマの・・・・だった。これは困ったそうです。 

 

昔、父がイノシシを車ではねてしまい、イノシシ専門店に引き取ってもらいました。 

でも、車もかなりへこんだらしい。 

メスきつねの鳴き声は、ちょっと気持ち悪いです。 

 

   アライグマの友達の アライ 

 

アライさん書き込み ありがとうございます 

たんば S山 以前ドライブでかすめました 確かに 田舎（おぉっと失礼） 自然いっぱいでいい所なのでしょうね  ［aslad administrator］ 

 

 

［37］東京へは既に何度も行きましたよ（2004/10/2） 

 

でも、北海道へは行ってません。 

僕の北限は岩手です。 

北海道野宿一人旅なんて僕にはできないし。ただ、そのむかし、それをやった女の子がいたのを思い出したんです。 

あれはわりと最近だったかなあ。 

 

そういえば先月、毛蟹を送ってくれた人がいたけど、あの人はどこへ行ってきたんだろう。お礼も言わずに食べちゃった。 

ありがとう。この場を借りてお礼をします。 

 

さてさて、もともと何を思い出したかというと、 

東京、狭い。首都圏、狭い。 
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愛知はまだいいよ。比べたら広いんだから。 

グループホームなんて比べると差は歴然だね。（一人当たりの面積だよ） 

 

愛知でもいろんなグループホームがある。通所授産施設と同じ敷地内にグループホームがあったり。窓の外は作業室だよ。 

入所型とどこがちがうのかね。 

 

つれづれなるままに思いを。 

        

                      SUZUKI KEI  

     

これから暇をみて、毒にも素っ気にもならないことを書きますから。 

どうぞ いつでも書き込みして下さい  

東京の研修は一日の２／３で帰ってきました 

うーん いまいひとつでした 鈍っているかも・・・  ［aslad administrator］ 

 

 

［36］熊出現 （2004/10/1） 

熊が出ますねえ、人里に。今日は家族らしいよ。 

 

おととし、下山村のお父さんやお母さんたちと話す機会がありました。 

あるお父さんが僕に言うんですよ。 

この前、田んぼを耕していたらカチンと耕運機に何か当たる。何かなと思ったら鹿の角だった。あいつらは片方しか置いていかん。両方あればいい置物になるのに。 

僕は、へーっと思いました。うちの近所じゃありえない。 

それを聞いていた一人のお母さんが言うんですよ。 

ほーだか。都会の人には珍しかろうが、よう似た話はあるだが。私はねえ、うちに帰ったらかぼちゃを小脇に抱えた猿が家から出てくるのとバッタリ会ってね、私をにらみながら悠然とかえっていったワ。 

 

と、まだまだあるんですよ。 

 

いのししに付かず離れずしばらく追いかけられたとか、猿は冷蔵庫から食い物を持ち出すのはいいが閉めていってくれんからいかん。とか、いろんな話が出たんです。 

 

教訓ですよ。人はついつい自分の価値観で物事を考えてしまう。人それぞれの立場、考え方、ニーズとか、理解しないとね。 

住んでいるところとかも。 

 

                       SUZUKI KEI  

 

［35］東京へはもう何度もいきましたね（2004/10/1） 

今晩の夜行バスで 東京へ行って来ます 

地域生活支援セミナーに参加  

久しぶりに 行ってみたい 聞いてみたいと思った研修会です 

1日半 ホームページお休みです 

 

徒然 BOARD 過去ログ こんな感じでまとめてみましたが いかがでしょうか ［aslad administrator］ 

 

［34］全日本グランドソフトボール大会のお手伝いしてくださる方を急募（2004/10/1） 

１０月１０日（日）１１日（月）に県営一宮総合運動場で全日本グランドソフトボール大会があります。 

後期事業の案内の時には間に合わなくて案内できませんでした。 

お手伝いしていただける方は、至急事務局まで連絡してください。お願いします。 

 

 

 

過去ｌｏｇ 

2004/8～９ 

徒然ＢＯＡＲＤに戻る 

このページの TOP に戻る 

ＴＯＰページに戻る 

 

［33］あれってユニバーサルデザインか？（2004/9/30） 

最近のスーパーでは透明なパックに入れてレタスとかきゅうりとか刻んだやつを売ってるね。プレカット野菜だね。 

あれは料理が面倒くさい独身連中とか、なまかわなご家庭の主婦のための手抜きの用のものだと思っていた。 

実は、あれは包丁がうまく使えない CPの人たちにとって画期的な商品なんだって。聞いてあらためて知ったよ。 

はじめに売りだした人はそこんとこまで考えてなかったんだろうけどね。 

 

食事というと、「テーブルについてこぼさずに食べること」から脱皮して「自分で作ること」と考えるようになったら、プレカット野菜は大切な存在だよね。 

 

岡崎の鈴木さんにおしえられました。 

 

逆もあるね。 

缶ビールとかチューハイの「お酒」という点字。晴眼者でも暗いときに探るには便えるよ。 

 

顧問から忠告がありました。ハンドルネームは、やめにします。 

 

              鈴木 佳  （SUZUKI KEI）  

 

http://www.normanet.ne.jp/~ww100052/aispo/home.htm
file:///C:/aslad/voiceboard.htm
file:///C:/aslad/voiceboardkakolog/voiceboard2004.8_9.htm
file:///C:/aslad/index.htm
file:///C:/aslad/voiceboardkakolog/過去ログ2004.8_9


 

［32］今日、このボードを教えてもらったのでお邪魔します（2004/9/29） 

最近、報道に接して思っているのですよ。 

水上勉さんが亡くなった。 

水上さんの娘さんを中村裕博士が治療したことが太陽の家の原点に近いんではないかと。 

もちろんストーク・マンデビル病院の影響とか、博士自身の優しさとか、ひとことでは言いあらわせないことがあるのはわかってますけど。 

でも、メジャーな世界への糸口がそこにあったのではないかと。 

ご子息の太郎さんはシドニーに続きアテネでもスポーツドクターとしてがんばっているのでしょうね。 

                 ジムニーカナーと申します 

徒然 BOARD に ようこそお越しいただき ありがとうございます 

水上勉さん 人となりはほとんど知らずその作品も「飢餓海峡」「五番町夕霧楼」を読んだことのある程度で 

娘さん 息子さんのことはまったく知りませんでした・・・ 

また 書き込みして下さい いつでも大歓迎です        ［aslad administrator］ 

 

 

［３１］全日本グランドソフトボール大会のお手伝い 急募 （2004/9/28） 

１０月１０（日）／１１日（祝）に県営一宮総合運動場で全日本グランドソフトボール大会があります。 

急ですが、お手伝い頂ける方事務局までご連絡下さい。 

筒井 

 

 

［30］トップページ ちょっと もようがえ （2004/9/28） 

2日間 やっと夏休みをとることができました 

今年は鹿児島の知覧というところに行く予定で 航空券とレンタカーを予約してありました 

しかし なんだか余裕なくなってしまい どちらもキャンセル・・・ 有言実行だった私が こんなこと初めてです 

まあそのおかげで 昨日は 意味のない のーんびりした一日を過ごすことができました 

今日は ちょっとだけお出かけしてきます  

今朝めちゃくちゃ 早起きして トップページ ちょっといじってしまいましたとさ  ［aslad administrator］ 

 

［29］あちら こちらでマーチングが こだまする（2004/9/24） 

先日 少し季節外れの夏休みをとって あてもなくブラブラと散歩をした 

 

マーチングバンドの演奏に導かれて足を運んだ  

あちらこちらの学校や幼・保育園から こだまのように聞えてくる 

 

運動場の前で足をとめた 運動会の練習だ  

９月も下旬になり１０月にかけて運動会シーズンの到来だ 

 

真夏を思わせる陽射しの中の練習風景だが 元気良く行進練習だ  

スピーカーから流れる音楽と妙に甲高い教員の声 

 

そんな中 私の視線は 両手で耳をふさぐひとりのこどもにクギづけになった 

 

本当は 運動が嫌いではなく  喧しいのが苦手なんだよな   

もう少し静かにしてよ と悲痛な叫びが 無言のうちに聴こえた  

 

分かってあげてよと 心のなかで呟いてみた 

 

暫くして スピーカーからの大きな音や声が消えた  

子どもは何もなかったかのように ニコニコとした笑顔に変っていた 

 

がんばれ ガンバレは耳障り 誰もが参加でき みんなが楽しめる運動会 そうした運動会    

 

あのこどもの 無言の訴えが こだまのように鳴り響く 走るの 本当は 大好きなんだと・・・・・・  

 

運動会シーズン到来                                       

                         もりなが けんじ   

 

［28］こんな名刺作ってみました（2004/9/23） 

 

研修委員榊原です 実はアウトドアの下見に高遠に行ったとき  

研修委員の 3 名 右図のような名刺を作って ご挨拶にうかがいました 

デザイン センスは いろいろご意見あるでしょうが・・・ 

みなさんも一枚いかがですか 

一番右の シンボルマークを「名前を付けて保存」して使って下さればい

いかと思います 「愛知県障害者スポーツ指導者協議会」の文字（ロゴ）

はお好みでどうぞ 
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名刺を作られるとき・・・ 

ホームページの URL と Emailは是非入れて下さいね 

 

 

 

［27］ホームページ アンケートの報告 その 2 （2004/9/22） 

 

今回は ホームページにこんな事を載せて欲しいという  

みなさんの声を紹介したいと思います 

大きく分けると・・・ 

 

１ 各種行事（研修会・講習会）の案内 

２ 掲示板の設置 

３ スポーツグループ 団体の紹介 

４ 各種大会等の写真や参加者の声など もう少し多く入れたらどうですか 

５ 各種目のルールや 障害者関する知識がえられる HP へのリンクや情報 

６ 委員会・理事会の議事録 

７ 市町村で行われている障害者スポーツへの取り組みと 関わり方 

８ 情報は リアルタイムで 

９ ホームページ上から 参加募集をしている事業の申込みキャンセル等ができると良い  

たくさんのご要望ありがとうございました 

 

★情報・案内等についてはできる限り載せていきたいと思いますが、みなさんの

方が情報が早い場合もあると思います。ぜひ紹介したいこと（載せて欲しいこ

と）ありましたら、この徒然 BOARDまでご連絡下さい。 

★掲示板については しばらくは考えていません。どこまで管理できるか自信が

ないので・・・ 

★写真、コメント等についても たくさん載せていきたいと思っています。 

みなさんからの積極的な写真コメントの投稿お待ちしています。ただし、写真の

取り扱い（肖像権等）には投稿者に責任を持っていただきます。 

★「こんなところとリンクしたらどう？」なんて情報 教えて下さい 

 

 みなさんと一緒に ホームページを作っていきたいと 

思っています よろしくお願いします ［aslad administrator］ 

 

 

［26］一宮市で 初めてのスポーツ教室を開催するよ！（2004/9/21） 

愛知県障害者スポーツ指導者協議会一宮地域では、 

今年１２月５日（日）ＰＭ１：００～４：００ 「第１回障害者スポーツ教室ｉｎいちのみや」を開催します。 

今回の種目は、みなさんおなじみの「ボッチャ」をとりあげます。 

 

場 所 アイプラザ一宮 

参加費 ５００円 

定 員  ３０名      １０月２５日必着 

対象者、一宮市在住・在勤・在学の１３才以上の方 療育・身障手帳をお持ちの方  

 

問い合わせ先   本田武英 一宮市平和２－２－８  電話０５８６－４５－３０６９  Ｅmail：h-takehide@rapid.ocn.ne.jp まで 

 

 

ＰＳ： 一宮市の指導員は、みんな気合を入れて かんばっていま～す。 

 

［25］ アウトドア情報 3 (2004/9/20) 

こんにちは 研修委員会です。  

アウトドア研修 参加者が 24名になりました（うーんよかった） 

18 日の役員会で最終の打ち合わせを行い 要項の最終チェック オリジナルアウトドア料理の選択 持ち物の確認 等々行いました。 

「食」ってやっぱり一番の楽しみなのかな？研修委員のメンバー侃々諤々とアウトドア料理について盛り上がっていました。 

 

ちょっとだけインフォメーション・・・ 

オリジナルアウトドア料理 2 品 ①竹筒蒸し ②アホ焼き （アホ焼きって何だろう？？？） に決定。 

周囲からあまり期待されていない 今回 料理長の小木曽氏 「期待を裏切るような料理になるから みててちょーだい」と張り切っております。  

それでも まだ口の悪いメンバーからは 「胃薬もって いこっと」 と。 

ファイヤー班からも 太い針金、細い針金、あれが要るだの、これも要るだの・・・と積極的な注文が。 

レクリエーションの担当者も みんなが楽しめるレクを あれこれ考えてくれています。 

2 日目研修講師の八木氏にも連絡 「三角巾の用意」を依頼され 早速手配しました。 

 

今回 研修会に参加の 24 名は全て自主的に申し込みをいただいた方ばかり 

2 日間 ひとり ひとりが積極的な動きをされることは 間違いなし！ 

 

楽しみです 高遠     研修委員 榊原 

 

 

［24］頑張れ！ ドラゴンズ（2004/9/18） 

選手会のストライキ決行が決まってしまいました・・・・・・が 

頑張れドラゴンズ・負けるなドラゴンズ・優勝(一位)目指して「気合だーーー」 

 

いよいよアテネパラリンピックが開会式を迎えます。 

この地域（愛知・三重・静岡)からも監督・コーチを始め 13 名の選手が出場しています。 



 

陸上競技   伊藤選手(男) 

 

パワーリフティング    宇城選手（男) 

 

水泳    河合選手（男)  鈴木選手（男）  細川選手(男)   山内選手（女) 

 

卓球   藤原選手(女) 

 

車椅子バスケットボール   杉浦選手(男) 長谷川選手(男) 三宅選手(男)   大島選手(男) 

 

高林選手(女) 後藤選手(女) 

 

みなさん TVの前で選手の方々がこの大会に至るまでに積み上げてきたものを感じつつ(想像しつつ）気合をいれて応援しましょう ！ 

そして素敵な風になりましょうね。 

約２カ月後の１１月１１日からは全スポが埼玉県で開催されることもお忘れなく。 

 

吉田  

 

 

［23］いよいよ・・・・（2004/9/17） 

 

中日ドラゴンズ、いよいよ秒読みだそうで・・。 

これといって、応援する球団はないのですが、ドラゴンズが優勝すると 

身近でバーゲンが・・・。 頑張れ、ドラゴンズ。 

ちなみに、息子は、阪神ファンです。 

初カキコなのに、こんな内容ですみません。 

 

アライ 

 

 

［22］壁紙変えました（2004/9/16） 

 

先回までの壁紙 文字色によって大変見にくく不評でありました 

気に入った壁紙がありませんでしたが とりあえずこれでしばらく落ち着きたいと思います ［aslad administrator］ 

 

 

［21］スポーツは素敵な風（2004/9/16） 

 

りょうたくんのお母さん投稿ありがとうございました。 

このページを見て頂いたことをとてもうれしく思います。 

お母さんの言われるように、素敵な風になれるといいなと思っています。私もこの道に入って２０年になります。 

活動すればするほど、スポーツの魅力を感じています。 

最近特に自覚してきたことは、スポーツはできないことを見ていても始まらない、一生懸命できることを探しているんだと言うことです。 

これからもお仲間も含めて私たちを応援して下さい。筒井 

 

［20］新居への（HP移転）お引越しおめでとうございます（2004/9/15） 

自閉症児の母親を８年やっております。 

先日とある団体のアスレチック活動に参加してまいりました。 

１日たっぷり家族でスポーツの秋を楽しみました。 

日ごろは少し（かなりかも！？）謎めいた兄を少々距離をおいて 

見つめている弟君が兄を上手にサポートしながらアスレチックを 

全クリアしました。時には先に行って見本を見せ、戸惑う兄に手を差し伸べ、 

ゆっくり進む兄を後ろからじっと待ったりと・・・・アスレチックをとおして何かを学んだようでした。 

 

皆様の活動がスポーツをとおして素敵な風を運んでくること願っております。 

さらなるご活躍楽しみにしております。   りょうた母＠川合 

 

川合さん ありがとうございます  ときどき また 徒然 BOARDに遊びに来て下さいね ［aslad administrator］ 

 

［19］名古屋ランナーズについて （2004/9/14） 

 

今泉慎太郎様  

 

以前 お問い合わせいただきました 名古屋ランナーズについて 下記の情報が入りましたのでご連絡いたします   ［aslad administrator］ 

 

名古屋ランナーズのメンバーさんは、関東身体障害者陸上競技大会や 

ジャパンパラリンピックに競技者として参加され活躍されています。 



詳細については、関東身体障害者陸上競技協会（「障害者スポーツ文化センター横浜ラポール 小山さん」  

電話０４５－４７５－２０５０ ファックス０４５－４７５－２０５３）に、問い合わせされるとよいと思います    

 

 

［18］第 3 回あいち障害者フライデングディスク競技大会について（2004/9/14） 

船戸様  

 

申込み方法について 情報がありましたのでご案内いたします 

なお、１４日付け中日新聞の県内版に大会のことが紹介されていましたのでご覧ください 

 

種目 アキュラシー・ディスリート５  アキュラシー・ディスリート７ ディスタンス 

 

参加資格 年齢 12 歳以上（平成 16年 4 月１日現在）の障害児・者。 

 

申込方法 学校・施設・作業所等の団体または個人で申込む。 専用の申込書に必要事項を記入の上、大会事務局宛郵送。 

 

申込期限 平成 16年 10月 1日（金）厳守 

 

申込先・申込書の入手先 春日井市篠木町７－２５５９－３ あいち障害者フライングディスク協会 

                 （問い合わせは FAXでお願いします）  FAX（０５２）９９１－１７２７ 

 

今回 上記の内容のメールが多くの方からありました。ありがとうございました ［aslad administrator］ 

 

 

［17］第 3 回あいち障害者フライデングディスク競技大会について教えて下さい (2004/9/12) 船戸謙一さんより 

 

はじめまして 

ホームページで下記の行事を知りまして参加させたいのですが、参加資格ｏｒ申し込み方法等について教えてください。 

宜しくお願いします。 

 

 第 3 回あいち障害者フライデングディスク競技大会  11 月 21 日（日） 愛知県体育館 

 

▲フライングディスク協会 または関係者の方 この BOARDを読んだら ご一報下さい ［aslad administrator］ 

 

［16］ホームページ アンケートの報告 その１ （2004/9/12） 

 

７月半ば 後期事業の案内に「ホームページのアンケート」も同封いたしました 

その結果 ４０人の会員さんからアンケートの回答をいただきました ありがとうございました 

 

簡単に報告させていただきます 

 

インターネットにつながる環境にある人 ３２人  

そのうち「指導者協議会ホームページ」を見たことのある １６人  ない 11 人  ホームページの存在を知らなかった ５人 

 

ホームページをご覧になる頻度は 1週間に 1 回以上が７人 1 ヶ月に 1回以上が 4 人 

 

以上のような結果でした 

 

指導者協議会 400人以上いる会員さんうちの約 1割弱の方からの回答ですが この数字を少ないとは思いません 

どこかの本のタイトルではありませんが 

「もし 指導者協議会が 40 人の組織だったら」と考えれば たくさんの人が見ていてくれているんだなと 嬉しく思います 

 

そして 今回 アンケート用紙を全会員さんに配布させていただいたことにより（ホームページの案内 周知をしたことにより） 

以前よりはこのサイトも認知されてきているのでないかと勝手に自負しています 

 

あとは もっともっと たくさんの人の声を載せることができたらなぁ と思っています 

＊障害者スポーツに関することでなくてもいいです 

＊日頃思っていること  

＊今日思ったこと 

＊仕事のこと 

＊趣味のこと 

 

本当は毎日でも更新したいけど それは少し難しいので せめて 1週間に 1回は更新していきたいと思っています 

 

次回は 「ホームページにこんな事を載せて欲しい」という いくつかのご意見を紹介します ［aslad administrator］ 

 

 

［15］ アウトドア情報 2 (2004/9/5) 



 

遠く「信州高遠」に思いを寄せながら いろいろシミュレーションし アウトドア研修の開催要項をつくってみました。 

18 日（土）に役員会・常任理事会があります。  

研修委員会で検討して 参加者のみなさんに早く要項をお送りすることができればと思っています。 

楽しみに待っていて下さいね。 

 

それにしても今日は 名古屋では大雨 そして 2 回にわたる大きな地震・・・なんという日 

地震怖かった 震度４ こんな大きな地震初めての経験 

東海地震 やっぱりくるのかなぁ・・・  避難袋用意した方がいいのなかぁ・・・  研修委員 榊原 

 

［14］た か と う （2004/9/3） 

 

研修委員会のみなさん アウトドア研修会の準備ありがとう 

 

とりわけ 榊原さん 三品さん 小木曽さん 忙しい中 下見ありがとう 

秋 先取りの地 高遠は いかがでしたか 

 

２００１．１．２７・２８ た か と う その響きは 豪雪 遠い でも新たな発見があった  

見通しのたたない大変な状況にあっても 私には安心感があった それぞれが各自の役割を演じていたし 何よりも輝いていた  

かける創刊号の榊原レポート を読みかえしながら 回想する 

 

２００４．１０．１６・１７ たかとう 

深夜のハイキング 大声で唄いながら 歩こう 

高原での食事は美味しいだろうな 

深夜に及ぶ討・議論は 年齢を忘れさせる 

朝露に輝く草木は 元気を養う 

 

秋深まる 紅葉の伊那路と 満天の星 ひと集う篝火 に想いを・・・・・ 

                               もりなが けんじ 

 

［13］ アウトドア情報 1 (2004/9/2) 

 

研修委員会です こんにちは 

アウトドア研修 in 高遠  開催します 

下見に行ってきました 

詳しくは右のイラストをクリック 

   

 

 

［12］嬉しくて こまる はなし（2004/8/25） 

 

おしごとで 愛知県内の市町村 福祉施設 学校 保育園 幼稚園 あちらこちらに出掛けます 

あちらこちらで おみかけします お元気な姿  

 

スポーツ活動をとおして出会った 選手や支援員方々 役所や団体の人たち もちろん指導者協議会の会員さんにも  

 

何十年ぶりの懐かしい人も今年の県大会で初めて見かけた人も いろいろですが 一様に嬉しく思います 

なんで此処に来たのか と尋ねられるのが困る 

僕に会いに来たのか と 尋ねられれば そのとおり と 応えることにしている 

仕事です と 応えると 何の仕事 何故 といった調子で 質問攻めになる 

 

とても嬉しくて 少しこまる はなし  もりなが けんじ  

 

 

［11］アンケートにご協力ありがとうございました（2004/8/22） 

 

久しぶりに日曜日に休みがとれ 少し遠出 とある高原へ・・・ 

 

あきあかね あざみ コスモス ひとあし早い秋を 満喫してきました 

ストレスなんて たまっていないけど なんだかホッと・・  ・こころもからだも リフレッシュ 

 

ホームページについてのアンケート みなさんありがとうございました 

参考になりました アンケート結果については 後日またこのページからさせていただきます 

［aslad administrator］ 

 

 



 

［10］岐阜県にも障害者スポーツ指導者協議会ができましたよ（2004/8/10） 

 

８月８日（日）岐阜県障害者スポーツ指導者協議会が設立されました。 

大垣市のテクノピアジャパンホールで設立総会があり、愛知県、名古屋市、三重県、静岡県の会長が 

設立記念フォーラムに出席し、活動状況の報告をしてきました。 

これで、中部・東海ブロックの各県市に協議会が設立されました。 

筒井 

 

 

［9］みなさ～ん ! 「パラリンピックのためのクリック募金」を毎日 1 回しましょーね !!!（2004/8/10） 

 

***** 吉 田 正 人 ***** 

 

 

［8］今泉慎太郎様（2004/8/9） 

 

今泉健司さんでしたか、もちろん覚えていますとも。 

1997年に開催された第 34 回全国身体障害者スポーツ大会 かながわゆめ大会でご一緒しましたね。 

 

ここ何年か全国大会に参加させていただき、たくさんの選手と出会うなかでも 

今泉君は私の印象に 強く 残っている選手の一人です。 

 

今泉君が 、体験したかながわの大会の中で  どのような思い出として残っているか わからないけど あの鼻血は私には強烈でした。 

鼻血そのものはなんてことありませんが あなたが勝負にこだわったこと そしてその他の 精神的緊張から 夜 体調を悪くしてしまった。 

そのことが私には衝撃的だったのです。 

 

（全国大会に）参加することに意味があり、勝負やメダルなんて二の次。と思っていた私は、このとき初めて 

今泉君のような思いを持って 参加する選手もいるんだと知ったのです。 

 

残念ながらあの大会でメダルを取ることができなかったと記憶しています。 

落ち込まないで欲しいなと思った私たちは 後夜祭では 我を忘れ いろいろな大会グッズを奪うようにかき集め、 

選手のみなさんにお渡ししたのも 今は懐かしい思い出です。 

 

私はスポーツが特別好き とか 興味があるとかいう 人ではありません。 

今泉君との出会い以降 メンタル面で 選手と接することを 自分の中で大切に考え今日に至っています。 

 

後夜祭の時 観光の時 あなたはとてもさわやかな表情をされていたので   

いい思い出ができたのかなあ・・・と想像ですが 勝手に思っています。 

 

また 県大会等でお会いできたらいいですね。 

名古屋ランナーズのことも何か情報がはいったらいいですね。 

さかきばら 

 

［7］祝、ホームページ独立！（2004/8/8） 

みんなの声を一杯集めて、にぎやかで楽しく、 

そしてためになる(?)コーナーにしたいですね。  

【ふるた】 

 

［6］メール掲載していただき有難うございます（2004/8/6） 

 

東三河の今泉慎太郎こと今泉健司です。 

思い出していただけましたでしょうか 

ところで、このメールはパソコン講習会のパソコンから送っていまして 

送信して戴いてもつながらなくなるそうです。 

よろしくおねがいします。 

また競技場でお会しましょう。 

（榊原さんに付けていただいた、今泉慎太郎、僕のセカンドネームとして使わせてもらっています。） 

ありがとうございました。 

HP拝見させていただいております。 今泉健司 

 

 

［5］名古屋ランナーズについて教えてください（2004/8/4） 

 

私は、愛知県の東三河に住む今泉慎太郎です。 

（榊原さんお久しぶりです。） 

よろしくお願いします。 

 

上記のメールが届きました。「名古屋ランナーズ」についてご存じの方は この徒然 BOARD に連絡いただけますか。 

お願いします。［aslad administrator］ 



 

［4］ホームページ独立で新たな１ページを(2004/8/1) 

 

数年前から独立したホームページを立ち上げ、みんなの意見を自由に述べあう場が欲しいと思っていましたが、 

榊原研修委員長の尽力でここに見事完成しました。 

これから、どしどし意見を戦わせあいましょう。 

愛知県障害者スポーツ指導者協議会発展のために！  

筒井 

 

［3］ともに感動！ ともに笑顔(2004/8/1) 

 

昨日 7 月 31 日 名古屋市内のスポーツセンター  そこには 卓球や水泳に汗を流す皆 

さんがいた 

家族や支援者らの見守る中、監督やコーチのアドバイスを受けながら真剣な表情で課題に 

取り組む姿があった 

先日の打ち合わせに引き続き 今回が ２回目の集まり 

真剣さと ともに 緊張さも目立つ面々 

大会までには みんなお友達になって あちらこちらで 談笑がきかれるのだろう など 

と 想像しながら 

汗と熱気のさめやらぬ 練習会場を後にした 

 

第４回全国障害者スポーツ大会「彩の国まごころ大会」（ともに感動！ ともに笑顔） 

２００４．11．13～15 

愛知県選手団の練習会にて 

もりなが 

 

第４回全国障害者スポーツ大会マスコット 

コバトン 

 

 

［2］吉田正人さんより・・・（2004．8．1） 

☆パラリンピック活動に対して協力いただいています ジャパンエナジー(JOMO）のサイトでパラリンピック支援のための「クリック募金」が行われています。 

 下記の URL を訪れた方が HP上で募金箱をクリックするとクリックした方に代わって(JOMO）が 1回につき 1円の募金をしてくれるというものです。 

 募金は(財)日本障害者スポーツ協会に寄付されます。 

 クリックは 1人 1日 1回までしかカウントされません。8月 31日まで行われています。   http://www.j-energy.co.jp/cp/society/click01.html 

 

［1］やっと独立ホームページ（2004/8/1） 

今まで 障害者スポーツ振興センターのサイトをお借りして、 ホームページを掲載してきました。 

今回 やっと 独立したサイトを持つことができました。 

指導者協議会会員のみならず いろいろな人が訪れてくれる そして訪れた人がこのサイトを作っている 

そんなホームページになれたらいいなと思っています。 どんどん 情報やお便り お寄せ下さい。 

 

確認とお願い 

・メールや FAX 郵便等でいただいたものについては 加筆修正せずに原文のまま載せます。 

・ただし 他を誹謗中傷するような内容については掲載しかねます。 

 

ホームページのソフト操作がただなんとなくわかっている そんな なんとも頼りない者がこのサイトを管理してい

ます。 

行き届かないところが多々目につくようになると思いますが、温かくご協力の程 お願い申し上げます。 

                                          ［aslad administrator］ 
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