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各ページ隅のSPコードに、専用機器（スピーチオ）をかざすことで、音声として読みあげます。

おおさかし ながい まいしま しょう しゃ
大阪市（長居・舞洲）障がい者 2017.9.1

1面

2～3面
4～5面

2017 ENJOY! 長居フェスティバル
2017 アミティフェスティバル
スポーツ教室案内（長居）
スポーツ教室案内（舞洲）

6～7面
8～9面
10面

11～12面

大会・イベント 案内
障がい者スポーツ振興事業
大会・イベント 報告
スポーツセンターからのおしらせ

 長居休館日　毎週水曜日、第3木曜日

 舞洲休館日　毎週火曜日、第3月曜日

開 館 時 間

※休館日が祝日にあたる場合は開館します。
※年末年始の休館日は12月29日（金）～1月3日（水）です。

平日・土曜日　9:00～21:00
日曜日・祝日　9:00～18:00

印刷：あさひ高速印刷株式会社

 
 

大阪市長居障がい者スポーツセンター
（〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園1-32）

スポーツ施設　　TEL 06-6697-8681　FAX 06-6697-8613
スポーツ振興室　TEL 06-6606-1631　FAX 06-6606-1638

大阪市舞洲障がい者スポーツセンター
（〒554-0041 大阪市此花区北港白津2-1-46）

スポーツ施設　TEL 06-6465-8200  FAX 06-6465-8207
宿泊研修施設　TEL 06-6465-8210  FAX 06-6465-8213

（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
障がい者スポーツ振興部 スポーツ振興室

開催日：10月1日（日）
★障がい者スポーツの祭典　10：00～16：00
　・車いすを使用するスポーツ・ボッチャ・フライングディスク（体育室）
　・障がい者スポーツ用品展示・ビームライフル・STT体験・義足体験（会議室）
★体力測定　10：00～16：00（トレーニング室）
★チャレンジ水泳大会　9：00～13：00（プール）
★視覚障がい者のランニング　9：30～12：00（長居公園）
★バザー　10：00～16：00（1階通路）
　＊障がい者スポーツの祭典、体力測定は、12：00～ 13：00まで昼休みになります。
　＊チャレンジ水泳大会、視覚障がい者のランニングは事前申込みが必要です。

オータム・チャレンジ・スポーツ2017

2017 ENJOY !  長居フェスティバル
なが い

2017 アミティフェスティバル
かい かん しゅう ねん き ねん じ ぎょう

～輝いて生きる！障がい者スポーツの祭典　体験しよう！挑戦しよう！新しい発見！～

開催日時／内容：

10月 7日（土） 
 8日（日）
　　基調講演：村上恭和さん（前・卓球女子日本代表監督） 「人材育成について」
　　パネルディスカッション：笈田欣治さん（大阪エヴェッサスポーツクラブ）
　　　　　　　　　　　　　　小澤　聡さん（オリックス野球クラブ）
　　　　　　　　　　　　　　宮本　功さん（セレッソ大阪スポーツクラブ）
　　スポーツ体験：車いすバスケットボール・ボッチャほか

 9日（月・祝）11：00～16：00　遊びのひろば
場　　所：アリーナ（バザーは、2階通路・玄関前）

まいしままいしま

ながいながい

　7日は、毎年恒例のアミティ運動会とバザー
を実施します。8日は、開館20周年の記念式典
と、人材育成をテーマとしたスポーツフォーラ
ムを行います。9日は、遊具などを使って遊びの
ひろばを行います。

今号の
内容

ながいながい 長居障がい者スポーツセンター 検 索

まいしままいしま 舞洲障がい者スポーツセンター 検 索
ホームページ

スポーツセンターからのおしらせ

チャレンジ水泳大会

体力測定

　下記の日程で消防訓練を実施します。ご利用のみ
なさまには職員の誘導により避難していただきます
ので、ご協力をよろしくお願いいたします。
　開催日：平成29年9月29日（金）
　時　間：14:00 ～

消防訓練を実施します
しょう ぼう くん れん じっ し

編集
発行

まいしままいしま
摂津ロータリークラブ様より、
車いす2台を寄贈いただきました。

せっ つ さま

くるま   だい き ぞう まいしままいしま
大阪扇町ライオンズクラブ様より、
ハンドサイクル2台を
寄贈いただきました。

おお さか おうぎ まち さま

だい

き ぞう

ながいながい

　「2017ENJOY！長居フェスティバル」、「スポー
ツフェスタ2017大阪」開催に伴い、下記のとおり
一部施設の一般利用を休止いたします。

 使えない日 使えない施設 使えない時間
 9月30日（土） トレーニング室 17:00 ～ 21:00

 10月1日（日）
 トレーニング室 終　日

  プール 9:00 ～ 13:00
 10月15日（日） プール 終　日

一部施設の一般利用休止について
 いち ぶ し せつ いっ ぱん り よう きゅう し

ながいながい

 7日、8日 障がいのある人、ない人、どなたでも
※8日のスポーツフォーラムは、事前申込みが
必要です。（定員300名）

 9日 障がいのある人とその家族・友人・介助者
対象者

開館20周年記念事業

いっぱん り よう きゅう し

まいしままいしま

　「2017大阪市ふれあい水泳大会」開催に伴い、
下記のとおり、プールの一般利用を休止いたします。

プールの一般利用休止について

 使えない日 使えない時間
 9月22日（金） 17：00～ 21：00
 9月23日（土・祝） 終　日

10：30～15：00
アミティ運動会・バザー
9：30～15：00
スポーツフォーラム
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スポーツ教室（9月～11月）
きょうしつ がつ がつ

●申込みが終了した教室は掲載しておりません。
●教室ごとに対象が異なります。詳しくは、HP・館内掲示板でご確認いただくか職員までお問い合わせください。

9月がつ 11月がつ

10月がつ

 高次脳機能障がい者
のふれあい活動
13：00～14：45

〈クラブ体験〉
ビームライフル射撃
13：30～15：00

ジュニア水泳
（赤）15：00～15：45
（黄）16：00～16：45

リラクセーション
14：30～15：00
〈クラブ体験〉アーチェリー
18：00～20：30
ランrunラン18：30～19：30

知的・発達障がい児の
運動（体育室）
15：00～16：00
つづけようスイミング
18：30～19：30

ミュージック・ケア①
13：00～13：45
ミュージック・ケア②
14：00～14：45

ジュニア水泳
（青）15：00～15：45
（緑）16：00～16：45

精神障がい者の
フットサル
13：15～14：30

いろいろトレーニング
14：30～15：00
〈クラブ体験〉アーチェリー
18：00～20：30
ランrunラン18：30～19：30

運動で認知機能を
高めよう
13：15～14：45

いろいろスポーツ
13：30～14：30

ジュニア水泳
（赤）15：00～15：45
（黄）16：00～16：45

股・膝関節障がい者の
トレーニング
13：30～14：30

水中運動
10：30～11：00
〈クラブ体験〉アーチェリー
18：00～20：30
ランrunラン18：30～19：30

知的・発達障がい児の
運動（体育室）
15：00～16：00
つづけようスイミング
18：30～19：30

ジュニア水泳
（青）15：00～15：45
（緑）16：00～16：45

精神障がい者の
フットサル
13：15～14：30

〈クラブ体験〉アーチェリー
18：00～20：30
ランrunラン
18：30～19：30
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（黄）16：00～16：45
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チームスポーツ
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水中運動
10：30～11：00
チームスポーツ
18：30～19：30

知的・発達障がい児の
運動
15：00～16：00
つづけようスイミング
18：30～19：30

リズムでからだを
動かそう
13：30～14：30

ジュニア水泳
（青）15：00～15：45
（緑）16：00～16：45

精神障がい者の
フットサル
13：15～14：30

チームスポーツ
18：30～19：30

リラクセーション
14：30～15：00
〈クラブ体験〉アーチェリー
18：00～20：30
ランrunラン18：30～19：30

高次脳機能障がい者
のふれあい活動
13：00～14：45

〈クラブ体験〉
ビームライフル射撃
13：30～15：00
ボッチャ
13：30～15：00

いろいろトレーニング
14：30～15：00
〈クラブ体験〉アーチェリー
18：00～20：30
ランrunラン18：30～19：30

脳血管障がい者の
移動能力を高めよう
13：15～14：45

知的・発達障がい児の
運動
15：00～16：00
つづけようスイミング
18：30～19：30

ミュージック・ケア①
13：00～13：45
ミュージック・ケア②
14：00～14：45

水中運動
10：30～11：00
〈クラブ体験〉アーチェリー
18：00～20：30
ランrunラン18：30～19：30

運動で認知機能を
高めよう
13：15～14：45

ジュニア水泳
（青）15：00～15：45
（緑）16：00～16：45

精神障がい者の
フットサル
13：15～14：30

〈クラブ体験〉アーチェリー
18：00～20：30
ランrunラン
18：30～19：30

脳血管障がい者の
移動能力を高めよう
13：15～14：45

〈クラブ体験〉
アーチェリー
18：00～20：30

ながいながい

●つづけようスイミング
●ランrunラン
　運動の継続、体力の向上をめざして「ラン
ニング」に取り組みます。個々の体力にあわ
せた屋外でのランニングを実施します。
開催日：9月5・12・19・26日、10月3・10・17・24日
時　間：18：30～ 19：30
場　所：長居公園（集合解散は長居SCです）

知的・発達障がいの
ある小学生以上の人

注目の教室をピックアップ
ちゅうもく きょうしつ

実施風景

実施風景

実施風景
対象者 障がいのある

中学生以上の人対象者

　水泳初心者を対象に継続的、自立的な
活動をめざして、水泳練習会を行います。
開催日：9月8・22日、10月13日、
　　　　11月10・24日、12月8・22日、
　　　　1月12日、3月9・23日
時　間：18：30～ 19：30
場　所：プール

●精神障がい者のフットサル
せいしんしょう しゃ

精神障がいのある18歳以上の人（精神障害者保
健福祉手帳交付を受けた人）とその家族・介助者対象者開催日：9月11・25日、10月23日、

　　　　11月13・27日、12月11・25日、
　　　　1月22日、2月26日、3月12・26日
時　間：13：15～14：30
場　所：体育室

たくさんの仲間と走りますよ。
あなたも一緒に
走ってみませんか？

みなさんの
参加を
お待ちして
います！

参加者・担当職員集合写真

最近、水泳を始めた方！
これから水泳を始めたい方！

目標を見つけて、
一緒に練習しましょう！

パスやシュートなどフットサルの基本練習を行い、
ゲームができるようにつなげていきます。

●この教室をきっかけに生活に楽しみが増えました。
●外での居場所ができました。
●同じ課題を抱えた仲間に出会えたことが大きいです。

参加者の声
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知的・発達障がいの
ある小学生以上の人

注目の教室をピックアップ
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●「★ワンポイントスイミングレッスン」は、当日、プールでの申込みが必要です。
●申込みが終了した教室は掲載しておりません。
●教室ごとに対象が異なります。詳しくは、HP・館内掲示板でご確認いただくか職員までお問い合わせください。

ジョギング
18:30～19:30

〈ジュニアクラブ〉
水泳（イルカ）
18:00～19:15

★ワンポイント
　スイミングレッスン
　13:15～14:45

〈ジュニアクラブ〉卓球
10:15～12:00
レベルアップ水泳
18:30～19:30

水泳
（メダカ）
15:15～16:00
（トビウオ）
16:15～17:00

★ワンポイント
　スイミングレッスン
　13:15～14:45

ミュージック・ケア
13:30～14:30
〈ジュニアクラブ〉
水泳（イルカ）
18:00～19:15

ショートテニス
10:00～12:00
〈ジュニアクラブ〉ボッチャ
13:15～14:15

知的・発達障がい者の
チャレンジ教室
10:30～12:00
遊びのひろば
13:00～16:00

健康づくり（プール）
13:30～14:00

★ワンポイント
　スイミングレッスン
　18:15～19:30

フットサル
10:15～12:00
車椅子バスケットボール
13:15～14:45

 ★ワンポイント
　スイミングレッスン
　13:15～14:45

舞洲スポーツアイランド
満喫ツアー
10:00～15:00

骨関節障がい者の
トレーニング（プール）
13:15～14:45

★ワンポイント
　スイミングレッスン
　18:15～19:30

卓球10:15～12:00
〈クラブ体験〉
ビームライフル射撃
12:00～15:30
レベルアップ水泳
18:30～19:30

フットサル10:15～12:00
車椅子バスケットボール
13:15～14:45
水泳
（メダカ）15:15～16:00
（トビウオ）16:15～17:00

★ワンポイント
　スイミングレッスン
　13:15～14:45

健康づくり（アリーナ）
13:30～14:00

フライングディスク
13:00～15:00

ダンス教室
10：30～12：00
〈ジュニアクラブ〉
ボッチャ13:15～14:15

〈ジュニアクラブ〉
フットサル
10:15～15:00

レベルアップ水泳
18:30～19:30

〈ジュニアクラブ〉水泳
（メダカ）15:15～16:00
（トビウオ）16:15～17:00

25mチャレンジ水泳②
18:30～19:30

★ワンポイント
　スイミングレッスン
　13:15～14:45

ダンス教室
10：30～12：00
〈クラブ体験〉
グラウンドゴルフ
13:00～16:00

★ワンポイント
　スイミングレッスン
　13:15～14:45

★ワンポイント
　スイミングレッスン
　18:15～19:30

レベルアップ水泳
18:30～19:30

ダンス教室
10：30～12：00

★ワンポイント
　スイミングレッスン
　13:15～14:45

まいしままいしま

9月がつ 11月がつ

10月がつ

スポーツ教室（9月～11月）
きょうしつ がつ がつ

知的・発達障がい者の
チャレンジ教室
10:30～12:00
遊びのひろば
13:00～16:00

ミュージック・ケア
13:30～14:30
〈ジュニアクラブ〉
水泳（イルカ）
18:00～19:15

〈クラブ体験〉

〈クラブ体験〉

〈ジュニアクラブ〉

〈ジュニアクラブ〉 〈クラブ体験〉

〈ジュニアクラブ〉

〈ジュニアクラブ〉

●ダンス教室

●舞洲スポーツアイランド満喫ツアー

開 催 日：11月5日（日）
時　　間：１0：00～ 15：00
場　　所：舞洲スポーツアイランド
申込期間：9月30日（土）～10月15日（日）
定　　員：10組程度
参 加 費：2,000円（保険料、食材費）

注目の教室をピックアップ
ちゅうもく きょうしつ

プール

　「2018新年のつどい」にて、ダンスを
発表することを目標に、主にヒップ
ホップやロックダンスの練習を行います。
　ダンスの練習を通して、体の動きを
ひきだし、表現することを体感します。
開 催 日：10月1日（日）・15日（日）、11月19日（日）
 12月2日（土）・3日（日）・10日（日）・24日（日）
 1月6日（土）　全8回
 1月14日（日）　「新年のつどい」にて発表
時　　間：10：30～12：00　＊1月14日は、13：30～15：00（予定）
場　　所：アリーナまたは会議室
申込期間：9月10日（日）まで
定　　員：10組程度
参 加 費：1,500円程度（予定）発表時の衣装代

●骨関節障がい者のトレーニング
こつかんせつしょう しゃ

まいしま まんきつ

きょうしつ

アリーナでは、筋力強化・関節可動域改善のトレーニングを、
プールでは浮力や抵抗を利用したトレーニングを行います。

開 催 日：プール(11月8日・12月13日・3月14日)
　　　　　アリーナ(1月17日・2月28日)
　　　　　毎月第２水曜日（2月のみ第4水曜日）
時　　間：13：15～14：45
申込期間：9月16日(土) ～10月1日(日)
定　　員：15名程度
参 加 費：無料

状態の維持・改善と
運動習慣を身につけましょう。

アリーナ

皆さんで舞洲スポー
ツアイランドを満喫
しましょう！！

事前申込み

事前申込み

事前申込み

発表会は
感動間違いなし！
楽しい思い出を
一緒につくり
ましょう♪
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大会・イベント 案内
たいかい あんない

　クリスマスグッズの工作コーナーや、発表会、
ダンスなどのイベントで楽しみましょう！
開 催 日：12月3日（日）

整形外科医の立場から、運動の必要性やその効果についてお話ししていただきます。

開 催 日：11月23日（木・祝）
時　　間：13：15～ 14：45
場　　所：長居障がい者スポーツセンター　会議室
申込期間：10月23日（月）～ 11月13日（月）
定　　員：80名
講　　師：大西 宏之 氏

参 加 費：無料

開 催 日：11月23日（木・祝）
時　　間：10：00～ 16：00　
場　　所：長居障がい者スポーツセンター　体育室
　　　　　※詳しくはHPをご覧ください。
申込期間：9月25日（月）～ 11月17日（金）
定　　員：なし
参 加 費：無料

第44回大阪市障がい者スキー教室
だい かい おお さか し しょう しゃ きょう しつ

開 催 日：平成30年1月25日（木）～29日（月）
場　　所：長野県飯山市
　　　　　北竜温泉ファミリースキー場

参加資格：（1）大阪市在住もしくは在勤で、障がい
者手帳を所持している方。

　　　　　（2）平成29年4月1日現在15歳（中学校
卒業）以上の方。

申込期間：11月1日（水）～11月30日（木）
※詳しくはHPでご確認いただくか、要項をご覧
ください。

大西 宏之 氏

昨年の様子。イベントの最後にみんなで記念撮影をしました。

講義風景
医療法人寿会　富永病院　大西啓靖記念　人工関節研究センター
センター長（整形外科医）

ながいながいながいながい

クリスマスのつどいを
開催します！
かいさい

日本と海外3チームが参加する、日本で唯一の女子の国際大会です。
白熱した試合を、ぜひ会場でご観戦ください！

開 催 日：平成30年2月15日（木）～17日（土）
会 　 場：大阪市中央体育館

開催日：平成30年2月14日（水）

大会の参加チームが市内
8区の会場で、地域のみな
さんと交流会を行います。

こく さい しん ぜん じょ し くるま

おお さか たい かい

 ち いき しん ぜん こう りゅう かい

　下肢に障がいのある人を対象に、競技用車いす
（レーサー）の試乗や競技用義足の体験会を行いま
す。レーサーに興味のある人！義足でランニング
などをしてみたい人！ぜひ体験してみませんか。

平成29年度アスリート応援事業
陸上競技体験会

へいせい ねん ど おう えん じ ぎょう

りく じょう きょう ぎ たい けん かい

障がいの理解講座
しょう  り かい こう ざ 「股関節障がいについて

　手術前後の運動・スポーツについて」

 こ かん せつ しょう

 しゅ じゅつ ぜん ご うん どう

雪山の大自然の中で、一緒にスキーを楽しみませんか？

ながいながい

参加者
募集！

2018国際親善女子車いす
バスケットボール大阪大会

地域親善交流会

開催
決定！

詳しくは
「国際親善車いすバスケットボール
 大阪大会」でチェック！

入場無料！

その他のイベント

平成29年
9月17日（日）  第16回長居ボッチャカップ戦
9月23日（土・祝）  韓国知的障がい者バスケットボール交流試合
10月9日（月・祝）  ジャパンウォークin・OSAKA・2017秋
10月15日（日）  第36回スポーツフェスタ2017大阪〔水泳・卓球〕
  （大阪知的障がい者スポーツ協会）
10月22日（日）  第45回全大阪ろうあ者文化祭
11月18日（土）  第18回ふれあい文化祭わたしの大阪アート展

平成29年
9月2日（土）、3日(日) 近畿車いすバスケットボール連盟　近畿リーグ
9月10日（日） 大阪市聴言障害者協会　スポーツレクリエーション大会
10月28日（土）、29日(日) 日本デフバスケットボール協会　西日本大会
11月5日（日） ふうせんバレーボール関西大会
11月10日（金） 大阪市手をつなぐ育成会　舞洲運動会
11月25日（土）、26日(日) 日本肢体不自由者卓球協会　第9回クラス別パラ選手権

会場：ながい会場：ながい

会場：まいしま会場：まいしま
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大会・イベント 案内
たいかい あんない

　クリスマスグッズの工作コーナーや、発表会、
ダンスなどのイベントで楽しみましょう！
開 催 日：12月3日（日）

整形外科医の立場から、運動の必要性やその効果についてお話ししていただきます。

開 催 日：11月23日（木・祝）
時　　間：13：15～ 14：45
場　　所：長居障がい者スポーツセンター　会議室
申込期間：10月23日（月）～ 11月13日（月）
定　　員：80名
講　　師：大西 宏之 氏

参 加 費：無料

開 催 日：11月23日（木・祝）
時　　間：10：00～ 16：00　
場　　所：長居障がい者スポーツセンター　体育室
　　　　　※詳しくはHPをご覧ください。
申込期間：9月25日（月）～ 11月17日（金）
定　　員：なし
参 加 費：無料

第44回大阪市障がい者スキー教室
だい かい おお さか し しょう しゃ きょう しつ

開 催 日：平成30年1月25日（木）～29日（月）
場　　所：長野県飯山市
　　　　　北竜温泉ファミリースキー場

参加資格：（1）大阪市在住もしくは在勤で、障がい
者手帳を所持している方。

　　　　　（2）平成29年4月1日現在15歳（中学校
卒業）以上の方。

申込期間：11月1日（水）～11月30日（木）
※詳しくはHPでご確認いただくか、要項をご覧
ください。

大西 宏之 氏

昨年の様子。イベントの最後にみんなで記念撮影をしました。

講義風景
医療法人寿会　富永病院　大西啓靖記念　人工関節研究センター
センター長（整形外科医）

ながいながいながいながい

クリスマスのつどいを
開催します！
かいさい

日本と海外3チームが参加する、日本で唯一の女子の国際大会です。
白熱した試合を、ぜひ会場でご観戦ください！

開 催 日：平成30年2月15日（木）～17日（土）
会 　 場：大阪市中央体育館

開催日：平成30年2月14日（水）

大会の参加チームが市内
8区の会場で、地域のみな
さんと交流会を行います。

こく さい しん ぜん じょ し くるま

おお さか たい かい

 ち いき しん ぜん こう りゅう かい

　下肢に障がいのある人を対象に、競技用車いす
（レーサー）の試乗や競技用義足の体験会を行いま
す。レーサーに興味のある人！義足でランニング
などをしてみたい人！ぜひ体験してみませんか。

平成29年度アスリート応援事業
陸上競技体験会

へいせい ねん ど おう えん じ ぎょう

りく じょう きょう ぎ たい けん かい
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ながいながい

参加者
募集！

2018国際親善女子車いす
バスケットボール大阪大会

地域親善交流会

開催
決定！

詳しくは
「国際親善車いすバスケットボール
 大阪大会」でチェック！

入場無料！

その他のイベント

平成29年
9月17日（日）  第16回長居ボッチャカップ戦
9月23日（土・祝）  韓国知的障がい者バスケットボール交流試合
10月9日（月・祝）  ジャパンウォークin・OSAKA・2017秋
10月15日（日）  第36回スポーツフェスタ2017大阪〔水泳・卓球〕
  （大阪知的障がい者スポーツ協会）
10月22日（日）  第45回全大阪ろうあ者文化祭
11月18日（土）  第18回ふれあい文化祭わたしの大阪アート展

平成29年
9月2日（土）、3日(日) 近畿車いすバスケットボール連盟　近畿リーグ
9月10日（日） 大阪市聴言障害者協会　スポーツレクリエーション大会
10月28日（土）、29日(日) 日本デフバスケットボール協会　西日本大会
11月5日（日） ふうせんバレーボール関西大会
11月10日（金） 大阪市手をつなぐ育成会　舞洲運動会
11月25日（土）、26日(日) 日本肢体不自由者卓球協会　第9回クラス別パラ選手権

会場：ながい会場：ながい

会場：まいしま会場：まいしま
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障がい者スポーツ振興事業

第17回全国障害者スポーツ大会「愛顔つなぐえひめ大会」
大阪市代表選手紹介

だい かい ぜん こく しょう がい しゃ たい かい え がお たい かい

おお さか し だい ひょう せん しゅ しょう かい

日　時：平成29年10月28日（土）～10月30日（月）
場　所：愛媛県各所

しょう しゃ しん こう じ ぎょう

実技風景

今井選手

平成29年度大阪市スポーツ推進委員対象

障がい者スポーツ指導員
養成講習会（初級）

へいせい ねん ど おお さか し すい しん い いん たい しょう

しょう しゃ し どう いん

 よう せい こう しゅう かい しょ きゅう

　大阪市スポーツ推進委員の方々を対象に3日間
の講習会を開催しました。今後、障がいのある
人が、より身近な地域でスポーツ活動に取り組
めるよう、両スポーツセンターと大阪市スポー
ツ推進委員協議会が連携できればと思います。

講義風景

選手・スタッフ合わせて152名と過去最大の人数で大会に挑みます！皆さまの応援よろしくお願いします！肢体不自由 浅野　桃太郎
 河上　真貴子
 桑村　雅治
 田村　直幸
 田村　みくり
 山内　隆志
視覚障がい 樫木　亮太
 濱田　和代
 福永　智洋
聴覚障がい 舩井　翔平
知的障がい 井上　聖蓮
 髙松　佑圭
 橘　　良雅
 中村　三義
 南　　智司
 三松　弓海
 宮崎　一
 渡辺　勇太

肢体不自由 松本　弌雅
 村上　輝孝
 柳　　都馨

肢体不自由 笠川　弘志
 松井　良郎
視覚障がい 北野　健太郎
知的障がい 坂口　海斗
 高橋　菜緒
 紅山　凱人

肢体不自由 朝野　由貴
 森田　竜一
聴覚障がい 中川　裕介
知的障がい 髙木　紗知
 津川　拓也
 村瀬　拓斗
 山根　准子

肢体不自由 阿曽　豊
 仲澤　房一
 藤川　實

 村田　貞男
 渡辺　健次
聴覚障がい 河江　美代子
知的障がい 堤下　侑己菜
 村松　正美

陸上競技

個人競技（47名）

アーチェリー

フライングディスク

ボウリング

卓　　球

水　　泳

四方　一孝
河本　健志郎
土井　俊英
池田　拓也
三浦　誠己
土井　裕行

笹本　琢真
田和　裕貴
山口　祥季
清水　大輔
浅賀　雅人
木村　玲於

男子知的バスケットボール
小野　宏美
田中　和江
竹中　伊瑞実
廣瀬　咲綺
板倉　祥恵
浅野　玲菜

相生　沙織
小林　麻奈
鶴橋　優花
平井　知咲
川口　杏
浅野　彩弥香

女子知的バスケットボール

出﨑　琢巳
馬野　誠
南　　泰寛
安東　敏久
山田　雄春
松井　浩昭
徳原　貞夫
三井　渉

井口　幸夫
高橋　裕人
坂本　信雄
皿袋　秀明
浦見　真歩
船戸　雅之
西口　淳也

グランドソフトボール
坂下　真一
中村　浩
中村　俊雄
山口　慶人
乾　　文雄
山本　将隆

寺井　捺貴
石田　晃杜
黒木　歩夢
今井　勇太
内田　正人

男子聴覚バレーボール
梅本　沙也華
岩山　朱夏
物袋　友美
東　実菜子
西田　節子
梅本　祥子

宮﨑　愛永
梅本　綾也華
福丸　宏美
今井　早紀
阿部　佳子
栄　智美

女子聴覚バレーボール

知的障がい 樫原　みゆき
 白井　幸太郎
 平野　優輝
 中島　千佳
 山田　信明

団体競技（62名） 開 催 日：6月17日（土）、18日（日）、24日（土）
場 　 所：長居障がい者スポーツセンター

第23回夏季デフリンピック競技大会 サムスン2017  結果報告!!
だい かい か き きょう ぎ たい かい けっ か ほう こく

　ビーチバレーでの世界大会は今回が初めてになります。結果は予選リーグ（日本、メキシコ、チェコ、
ギリシャ、ガーナ）を3勝1敗で2位通過し、決勝トーナメント1回戦でドイツ1にフルセットで敗れてベ
スト16で終えました。
　満足できる結果ではありませんでしたが、世界のレベルを自分の目で確かめること、ほとんどがプロ
またはプロに近い環境で活動している強豪チームと互角に戦えることができたのは収穫になりました。
　ビーチバレーは団体競技ですが個人競技に近く、インドアバレーとはまた違う面白いところがありま
して、その辺りを色んな人に知っていただきたいと思います。暑くてしんどいのはそうですが、他の競
技にはない開放感があり、選手と観客の距離が近いといった楽しい競技でもあります。

開 催 日：7月18日～30日
場　　所：トルコ共和国・サムスン

競技結果：宇賀耶　早紀 選手　競技：女子バレーボール 優勝！！
　　　　　坂下　真一 選手　　　　　男子バレーボール 7位
　　　　　今井　勇太 選手　　　　　ビーチバレーボール ベスト16

平成29年度大阪市

障がい者スポーツ指導者
養成講習会（初級）

へいせい ねん ど おお さか し

しょう しゃ し どう しゃ

よう せい こう しゅう かい しょ きゅう

　3日間の講習を行い、53名が修了しました。
今後、地域での活躍が期待されます。

開 催 日：7月23日（日）、29日（土）、30日（日）

実技風景講義風景

※写真は練習会の様子です。

●「障がいがあるからできない」と思いがち
だが、「どうすればできるか」を考えたら、
様々な工夫ができることに驚きました。
●障がい者スポーツが少しでも広まる一助に
なれるよう頑張りたいと思います。

参加者のコメント

ビーチバレーボールに出場した今井選手からコメントをいただきました。



（９）（８）

障がい者スポーツ振興事業

第17回全国障害者スポーツ大会「愛顔つなぐえひめ大会」
大阪市代表選手紹介
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おお さか し だい ひょう せん しゅ しょう かい

日　時：平成29年10月28日（土）～10月30日（月）
場　所：愛媛県各所

しょう しゃ しん こう じ ぎょう

実技風景

今井選手

平成29年度大阪市スポーツ推進委員対象

障がい者スポーツ指導員
養成講習会（初級）

へいせい ねん ど おお さか し すい しん い いん たい しょう
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 よう せい こう しゅう かい しょ きゅう

　大阪市スポーツ推進委員の方々を対象に3日間
の講習会を開催しました。今後、障がいのある
人が、より身近な地域でスポーツ活動に取り組
めるよう、両スポーツセンターと大阪市スポー
ツ推進委員協議会が連携できればと思います。

講義風景

選手・スタッフ合わせて152名と過去最大の人数で大会に挑みます！皆さまの応援よろしくお願いします！肢体不自由 浅野　桃太郎
 河上　真貴子
 桑村　雅治
 田村　直幸
 田村　みくり
 山内　隆志
視覚障がい 樫木　亮太
 濱田　和代
 福永　智洋
聴覚障がい 舩井　翔平
知的障がい 井上　聖蓮
 髙松　佑圭
 橘　　良雅
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 南　　智司
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 渡辺　勇太

肢体不自由 松本　弌雅
 村上　輝孝
 柳　　都馨
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 松井　良郎
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木村　玲於
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皿袋　秀明
浦見　真歩
船戸　雅之
西口　淳也

グランドソフトボール
坂下　真一
中村　浩
中村　俊雄
山口　慶人
乾　　文雄
山本　将隆

寺井　捺貴
石田　晃杜
黒木　歩夢
今井　勇太
内田　正人
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梅本　沙也華
岩山　朱夏
物袋　友美
東　実菜子
西田　節子
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宮﨑　愛永
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今井　早紀
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知的障がい 樫原　みゆき
 白井　幸太郎
 平野　優輝
 中島　千佳
 山田　信明

団体競技（62名） 開 催 日：6月17日（土）、18日（日）、24日（土）
場 　 所：長居障がい者スポーツセンター
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技にはない開放感があり、選手と観客の距離が近いといった楽しい競技でもあります。
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　3日間の講習を行い、53名が修了しました。
今後、地域での活躍が期待されます。

開 催 日：7月23日（日）、29日（土）、30日（日）
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※写真は練習会の様子です。

●「障がいがあるからできない」と思いがち
だが、「どうすればできるか」を考えたら、
様々な工夫ができることに驚きました。
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参加者のコメント

ビーチバレーボールに出場した今井選手からコメントをいただきました。
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新しく
なりました 　上をめざして登る・横に動くなどして遊びます。

また、エアートランポリンの周りの壁に、マットを取付
け、より安全に利用していただけるようになりました。

舞洲で開催したイベントを紹介します！
 まい しま かい さい しょう かい

スポーツセンターからのおしらせ

サブアリーナに新たにボルダリングを設置しました。
あら せっ ち

大会・イベント 報告
たいかい ほうこく

納涼花火イベント
のう りょう はな び

済州道障害者体育会 研修
ちぇ じゅ どう しょう がい しゃ たい いく かい けん しゅう

開 催 日：8月4日（金）
時　　間：17：00～夏の遊び、18：00～屋台開店、
　　　　　19：30～打上花火、手持ち花火
場　　所：夏の遊び：アリーナ
　　　　　屋台・花火：シャトルバス乗り場付近
参加者数：307名

まいしままいしま

障がいの理解講座
（視覚障がいについて）

第43回夏まつり
（盆おどり大会）

 しょう り かい こう ざ

 し かく しょう

開催日：7月9日（日）
時　間：13：15～ 14：45
場　所：長居障がい者スポーツセンター　会議室

開催日：
　5月31日（水）～

6月2日（金）

第6回アミティカップ
ソフトボール大会

だい かい

   たい かい

　視覚障がい者であ
る山本美惠子先生
に、視覚障がいの症
状や制度、盲導犬な
どについて詳しく聞
かせてもらい、実技
では手引きなどの仕
方をわかりやすく教えてもらいました。

開 催 日：7月30日（日）
場　　所：住友化学株式会社　大阪工場、
　　　　　住友電気工業株式会社　大阪製作所
参加者数：375名

　知的障がいのある人を中心としたソフト
ボール大会を開催し、夏の暑さに負けない熱
戦が繰り広げられました。

　韓国済州道の障害者体育会より、研修のた
め6名の指導員が来館されました。期間中は、
日本生まれの障がい者スポーツ（フロアバ
レー・サウンドテーブルテニス）の体験や、ビー
ムライフル射撃クラブ員との交流、また最終日
には、済州道の車椅子バスケットボールチーム
も来館し、アミティで活動しているクラブと合
同練習を行いました。昨年に引き続き2回目と
なる研修は、指導員間で意見交換もでき、お互
いに有意義なものになりました。

ながいながい

だい かい なつ

 ぼん たい かい

開 催 日：8月 6日（日）
参加者数：約2,500名

　今年は天候にも恵まれ、恒例のパターゴル
フやこどもあそびひろば、バザー、盆おどり
大会など、近隣からも多くの方にご参加いた
だき大盛況の夏まつりとなりました。

ながいながい

「仕事帰りに来ましたが、
　いやされました。」
「青色がきれいでした」

参加者のコメント

「普段試合をする機会が少ないので、
　この大会はすごく貴重です。」
「ホームランが打てて、うれしかった！」

参加者のコメント

講義風景

手持ち花火 夏の遊び

打上花火

実技風景

元気な声で
「よろしくお願いします！」

ナイスバッティング！
フロアバレー

集合写真

「おおさか子ども市会
－中学生市会－」実地調査が
行われました。

まいしままいしま まいしままいしま

こ し かい

ちゅう がく せい し かい じっ ち ちょう さ

おこな

～盆おどり大会～
たくさんの人がやぐらをかこ
み、最後までにぎわいました

～こどもあそびひろば～
うちわ作りや魚つりゲームな
どで楽しみました

まいしままいしま

ボルダリング エアートランポリン

新しくなったサブアリーナに、
ぜひ遊びに来てください。
あなたのチャレンジ、
お待ちしています！

　当日は、子ども議員
20名、引率教員11名
が来られ、障がい者ス
ポーツの現状について
の講義受講後、館内見
学、「ボッチャ」と「車
いすバスケットボー
ル」のスポーツ体験を
していただきました。

開催日：7月 20日 ( 木 )
時　間：14：00～ 16：20

まいしままいしま



（11）（10）

新しく
なりました 　上をめざして登る・横に動くなどして遊びます。

また、エアートランポリンの周りの壁に、マットを取付
け、より安全に利用していただけるようになりました。

舞洲で開催したイベントを紹介します！
 まい しま かい さい しょう かい

スポーツセンターからのおしらせ

サブアリーナに新たにボルダリングを設置しました。
あら せっ ち

大会・イベント 報告
たいかい ほうこく

納涼花火イベント
のう りょう はな び

済州道障害者体育会 研修
ちぇ じゅ どう しょう がい しゃ たい いく かい けん しゅう

開 催 日：8月4日（金）
時　　間：17：00～夏の遊び、18：00～屋台開店、
　　　　　19：30～打上花火、手持ち花火
場　　所：夏の遊び：アリーナ
　　　　　屋台・花火：シャトルバス乗り場付近
参加者数：307名

まいしままいしま

障がいの理解講座
（視覚障がいについて）

第43回夏まつり
（盆おどり大会）

 しょう り かい こう ざ

 し かく しょう

開催日：7月9日（日）
時　間：13：15～ 14：45
場　所：長居障がい者スポーツセンター　会議室

開催日：
　5月31日（水）～

6月2日（金）

第6回アミティカップ
ソフトボール大会

だい かい

   たい かい

　視覚障がい者であ
る山本美惠子先生
に、視覚障がいの症
状や制度、盲導犬な
どについて詳しく聞
かせてもらい、実技
では手引きなどの仕
方をわかりやすく教えてもらいました。

開 催 日：7月30日（日）
場　　所：住友化学株式会社　大阪工場、
　　　　　住友電気工業株式会社　大阪製作所
参加者数：375名

　知的障がいのある人を中心としたソフト
ボール大会を開催し、夏の暑さに負けない熱
戦が繰り広げられました。

　韓国済州道の障害者体育会より、研修のた
め6名の指導員が来館されました。期間中は、
日本生まれの障がい者スポーツ（フロアバ
レー・サウンドテーブルテニス）の体験や、ビー
ムライフル射撃クラブ員との交流、また最終日
には、済州道の車椅子バスケットボールチーム
も来館し、アミティで活動しているクラブと合
同練習を行いました。昨年に引き続き2回目と
なる研修は、指導員間で意見交換もでき、お互
いに有意義なものになりました。

ながいながい

だい かい なつ

 ぼん たい かい

開 催 日：8月 6日（日）
参加者数：約2,500名

　今年は天候にも恵まれ、恒例のパターゴル
フやこどもあそびひろば、バザー、盆おどり
大会など、近隣からも多くの方にご参加いた
だき大盛況の夏まつりとなりました。

ながいながい

「仕事帰りに来ましたが、
　いやされました。」
「青色がきれいでした」

参加者のコメント

「普段試合をする機会が少ないので、
　この大会はすごく貴重です。」
「ホームランが打てて、うれしかった！」

参加者のコメント

講義風景

手持ち花火 夏の遊び

打上花火

実技風景

元気な声で
「よろしくお願いします！」

ナイスバッティング！
フロアバレー

集合写真

「おおさか子ども市会
－中学生市会－」実地調査が
行われました。

まいしままいしま まいしままいしま

こ し かい

ちゅう がく せい し かい じっ ち ちょう さ

おこな

～盆おどり大会～
たくさんの人がやぐらをかこ
み、最後までにぎわいました

～こどもあそびひろば～
うちわ作りや魚つりゲームな
どで楽しみました

まいしままいしま

ボルダリング エアートランポリン

新しくなったサブアリーナに、
ぜひ遊びに来てください。
あなたのチャレンジ、
お待ちしています！

　当日は、子ども議員
20名、引率教員11名
が来られ、障がい者ス
ポーツの現状について
の講義受講後、館内見
学、「ボッチャ」と「車
いすバスケットボー
ル」のスポーツ体験を
していただきました。

開催日：7月 20日 ( 木 )
時　間：14：00～ 16：20

まいしままいしま



（１）（12）

各ページ隅のSPコードに、専用機器（スピーチオ）をかざすことで、音声として読みあげます。

おおさかし ながい まいしま しょう しゃ
大阪市（長居・舞洲）障がい者 2017.9.1

1面

2～3面
4～5面

2017 ENJOY! 長居フェスティバル
2017 アミティフェスティバル
スポーツ教室案内（長居）
スポーツ教室案内（舞洲）

6～7面
8～9面
10面

11～12面

大会・イベント 案内
障がい者スポーツ振興事業
大会・イベント 報告
スポーツセンターからのおしらせ

 長居休館日　毎週水曜日、第3木曜日

 舞洲休館日　毎週火曜日、第3月曜日

開 館 時 間

※休館日が祝日にあたる場合は開館します。
※年末年始の休館日は12月29日（金）～1月3日（水）です。

平日・土曜日　9:00～21:00
日曜日・祝日　9:00～18:00

印刷：あさひ高速印刷株式会社

 
 

大阪市長居障がい者スポーツセンター
（〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園1-32）

スポーツ施設　　TEL 06-6697-8681　FAX 06-6697-8613
スポーツ振興室　TEL 06-6606-1631　FAX 06-6606-1638

大阪市舞洲障がい者スポーツセンター
（〒554-0041 大阪市此花区北港白津2-1-46）

スポーツ施設　TEL 06-6465-8200  FAX 06-6465-8207
宿泊研修施設　TEL 06-6465-8210  FAX 06-6465-8213

（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
障がい者スポーツ振興部 スポーツ振興室

開催日：10月1日（日）
★障がい者スポーツの祭典　10：00～16：00
　・車いすを使用するスポーツ・ボッチャ・フライングディスク（体育室）
　・障がい者スポーツ用品展示・ビームライフル・STT体験・義足体験（会議室）
★体力測定　10：00～16：00（トレーニング室）
★チャレンジ水泳大会　9：00～13：00（プール）
★視覚障がい者のランニング　9：30～12：00（長居公園）
★バザー　10：00～16：00（1階通路）
　＊障がい者スポーツの祭典、体力測定は、12：00～ 13：00まで昼休みになります。
　＊チャレンジ水泳大会、視覚障がい者のランニングは事前申込みが必要です。

オータム・チャレンジ・スポーツ2017

2017 ENJOY !  長居フェスティバル
なが い

2017 アミティフェスティバル
かい かん しゅう ねん き ねん じ ぎょう

～輝いて生きる！障がい者スポーツの祭典　体験しよう！挑戦しよう！新しい発見！～

開催日時／内容：

10月 7日（土） 
 8日（日）
　　基調講演：村上恭和さん（前・卓球女子日本代表監督） 「人材育成について」
　　パネルディスカッション：笈田欣治さん（大阪エヴェッサスポーツクラブ）
　　　　　　　　　　　　　　小澤　聡さん（オリックス野球クラブ）
　　　　　　　　　　　　　　宮本　功さん（セレッソ大阪スポーツクラブ）
　　スポーツ体験：車いすバスケットボール・ボッチャほか

 9日（月・祝）11：00～16：00　遊びのひろば
場　　所：アリーナ（バザーは、2階通路・玄関前）

まいしままいしま

ながいながい

　7日は、毎年恒例のアミティ運動会とバザー
を実施します。8日は、開館20周年の記念式典
と、人材育成をテーマとしたスポーツフォーラ
ムを行います。9日は、遊具などを使って遊びの
ひろばを行います。

今号の
内容

ながいながい 長居障がい者スポーツセンター 検 索

まいしままいしま 舞洲障がい者スポーツセンター 検 索
ホームページ

スポーツセンターからのおしらせ

チャレンジ水泳大会

体力測定

　下記の日程で消防訓練を実施します。ご利用のみ
なさまには職員の誘導により避難していただきます
ので、ご協力をよろしくお願いいたします。
　開催日：平成29年9月29日（金）
　時　間：14:00 ～

消防訓練を実施します
しょう ぼう くん れん じっ し

編集
発行

まいしままいしま
摂津ロータリークラブ様より、
車いす2台を寄贈いただきました。

せっ つ さま

くるま   だい き ぞう まいしままいしま
大阪扇町ライオンズクラブ様より、
ハンドサイクル2台を
寄贈いただきました。

おお さか おうぎ まち さま

だい

き ぞう

ながいながい

　「2017ENJOY！長居フェスティバル」、「スポー
ツフェスタ2017大阪」開催に伴い、下記のとおり
一部施設の一般利用を休止いたします。

 使えない日 使えない施設 使えない時間
 9月30日（土） トレーニング室 17:00 ～ 21:00

 10月1日（日）
 トレーニング室 終　日

  プール 9:00 ～ 13:00
 10月15日（日） プール 終　日

一部施設の一般利用休止について
 いち ぶ し せつ いっ ぱん り よう きゅう し

ながいながい

 7日、8日 障がいのある人、ない人、どなたでも
※8日のスポーツフォーラムは、事前申込みが
必要です。（定員300名）

 9日 障がいのある人とその家族・友人・介助者
対象者

開館20周年記念事業

いっぱん り よう きゅう し

まいしままいしま

　「2017大阪市ふれあい水泳大会」開催に伴い、
下記のとおり、プールの一般利用を休止いたします。

プールの一般利用休止について

 使えない日 使えない時間
 9月22日（金） 17：00～ 21：00
 9月23日（土・祝） 終　日

10：30～15：00
アミティ運動会・バザー
9：30～15：00
スポーツフォーラム


