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平成 6 年 4 月 24 日

熊本県
障害者スポーツ指導者協議会

設立総会
開催



本会設立の目的

『本会は、身体障害者スポーツ指導者が、

その技術向上と親睦及び相互の連絡等を

図ることにより、身体障害者等のスポー

ツの振興に寄与することを目的とする。』

会則第1条より



平成6年度の主な取り組み
＊会議の開催

・設立総会（4/24）
・役員会（9/3、3/25）

＊各種講習会・研修会の開催
・第31回熊本県身体障害者体育大会（5/22）
・盲人卓球審判養成講習会（8/20）
・くまもと車いすロードレース講習会（10/8）
・第10回くまもと車いすロードレース大会（10/9）
・熊本県身体障害者スポーツ指導員養成研修会（12/18）
・実技研修会（12/18）

＊各種身体障害者スポーツ事業への派遣、協力
・スポーツ教室の支援（アーチェリー、陸上、車いすバス

ケットボール、卓球）
＊各種身体障害者スポーツに関する情報提供



平成7年度の主な取り組み
＊会議の開催

・総会（4/23）
・役員会（7/29、11/18）

＊各種講習会・研修会の開催
・実技研修会（4/23）

・園田繁昭氏 日本身体障害者スポーツ協会功労賞受賞祝賀会
・第32回熊本県身体障害者体育大会（5/21）
・特別上級身体障害者スポーツ指導員養成研修会派遣（6/5～9）
・盲人卓球審判養成講習会（7/31）
・車いすロードレース講習会（10/8）
・第11回くまもと車いすロードレース大会（10/9）
・第31回全国身体障害者スポーツ大会派遣（10/27～30）
・熊本県身体障害者スポーツ指導員養成研修会（12/3～4）
・実技研修会（12/9～10）
・特別上級身体障害者スポーツ指導員養成研修会派遣（1/16～20）
・九州ブロック研修会（2/3～4）

＊各種身体障害者スポーツ事業への派遣、協力
・スポーツ教室の支援（アーチェリー、陸上、卓球、ペタンク）

＊各種身体障害者スポーツに関する情報提供



平成8年度の主な取り組み
＊会議の開催

・総会（4/21）
・役員会（4/6、12/8、1/25）

＊各種講習会・研修会の開催
・実技研修会（4/21）
・盲人卓球審判養成講習会（8/25）
・陸上競技審判養成講習会（9/7）
・九州ブロック種目別研修会：ペタンク（11/17）
・熊本県身体障害者スポーツ指導員養成研修会（11/30～12/1）
・実技研修会（12/7～8）
・九州ブロック研修会（2/3～4）

＊各種身体障害者スポーツ事業への派遣、協力
・第33回熊本県身体障害者体育大会（5/19・26）
・九州身体障害者アーチェリー大会（6/9）
・火の国杯争奪九州車いすバスケットボール大会（8/24～25）
・火の国杯争奪盲人卓球大会（9/8）
・火の国杯争奪グランドソフトボール大会（9/21～22）
・第32回全国身体障害者スポーツ大会視察員派遣（10/25～28）
・第32回全国身体障害者スポーツ大会派遣（10/24～29）
・特別上級身体障害者スポーツ指導員養成研修会派遣（1/16～20）
・第34回熊本県身体障害者体育大会受付（3/17～18）
・第34回熊本県身体障害者体育大会事務整理（3/27）

＊各種身体障害者スポーツに関する情報提供
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平成9年度 新組織へ改編
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平成9年度の主な取り組み＊会議の開催
・総会（4/20）
・役員会（7/26、12/13）

＊九州ブロック幹事会（10/18）

＊各種講習会・研修会の開催
・地域ブロック研修会（4/20）
・上級身体障害者スポーツ指導員研修会（8/18～23）
・日本身体障害者水泳連盟１種クラス分け委員会研修会（９/13）
・熊本県身体障害者スポーツ指導員養成研修会（9/20～21、27～28）
・九州ブロック研修会（1/31～2/1）

＊スポーツ教室の開催
・地域支部主催（菊陽、八代、山鹿、下益城など）

＊各種身体障害者スポーツ事業への派遣、協力
・第1回九州パラリンピック陸上競技選手権大会（4/13）
・第1回ふれあい車いすジョギングフェスティバル（5/18）

・鏡町ロードレース（5/18）
・第6回ゆうあいピック熊本県大会（5/22）
・第34回熊本県身体障害者体育大会（5/25、6/1）
・第24回芦北郡身体障害者スポーツ大会（7/20）
・三角地区盲人卓球教室（8/17）
・火の国杯争奪九州車いすバスケットボール大会（8/30～31）
・火の国杯争奪視覚障害者卓球大会（9/14）
・火の国杯争奪グランドソフトボール大会（9/21）
・火の国杯争奪アーチェリー大会（10/5）
・第13回くまもと車いすロードレース大会（10/10）
・第33回全国身体障害者スポーツ大会派遣（11/2～3）

＊各種身体障害者スポーツに関する情報提供



平成10年度の主な取り組み
＊会議の開催

・総会（4/21）
・役員会（9回実施）

＊各種講習会・研修会の開催
・合同研修会（6/21）
・熊本県身体障害者スポーツ指導員養成研修会（9/12～13、19～20）

＊スポーツ教室の開催
・地域支部主催（菊陽、八代、芦北、人吉など）

＊各種身体障害者スポーツ事業への派遣、協力
・第2回九州パラリンピック陸上競技選手権大会（4/12）
・第36回熊本県身体障害者体育大会（5/24）
・九州身体障害者水泳選手権大会（7/12）
・親子車いすスラローム大会（7月）
・熊本県身体障害者ソフトボール大会（8/2）
・火の国杯争奪車いすバスケットボール大会（8/29～30）
・火の国杯争奪視覚障害者卓球大会（9/13）
・火の国杯争奪グラウンドソフトボール大会（9/20）
・ジャパンパラリンピック選手引率（10/4）
・九州身体障害者アーチェリー大会（10/4）
・第14回くまもと車いすロードレース大会（10/10）
・ゆうあいピック全国大会視察派遣（10/16～19）
・第35回全国身体障害者スポーツ大会派遣（11/5～10）
・知的障害者駅伝大会（12/13）
・二見車いすジョギング大会（2/14）
・障害児スポーツフェスティバル（3/21）

＊各種身体障害者スポーツに関する情報提供



平成11年4月1日

協議会名称の変更

熊本県身体障害者スポーツ指導者協議会

熊本県障害者スポーツ指導者協議会



平成11年度の主な取り組み
＊会議の開催

・総会（6/27）
・役員会（4回実施）

＊各種講習会・研修会の開催
・合同研修会（6/27）
・熊本県障害者スポーツ指導員養成研修会（1/29～30、2/5～6）
・九州ブロック知的障害補講研修会（1/30）
・九州ブロック研修会（2/5）

＊スポーツ教室の開催
・地域支部主催

＊各種障害者スポーツ事業への派遣、協力
・第3回九州パラリンピック陸上競技選手権大会（4/12）
・第1回12時間チャレンジスポーツ（5/8）
・第36回熊本県身体障害者体育大会（5/15～16）
・ハートフル熊本大会選手団強化練習（8/26）
・火の国杯争奪車いすバスケットボール大会（8/28～29）
・視覚障害者卓球大会（8/29）
・ハートフル熊本大会選手団強化練習（9/16）
・第2回12時間チャレンジスポーツ（10/3）
・第15回くまもと車いすロードレース大会（10/10）
・障害児レクリエーション教室（10/17）
・ハートフル熊本大会選手団強化練習（10/31）
・第35回全国身体障害者スポーツ大会派遣（11/6～7）
・車いすスポーツ体験（11/14）
・第5回電動車いすサッカー選手権熊本大会（11/20～21）

＊広報誌の発行



平成12年度の主な取り組み
＊会議の開催

・総会（6/4）

・役員会
＊各種講習会・研修会の開催

・合同研修会（6/4）

・競技別講習会（フライングディスク）
・熊本県障害者スポーツ指導員養成研修会（11/25～26、12/2～3）

・特別研修会（ボッチャ）
＊スポーツ教室の開催

・地域支部主催（熊本市、八代、宇城、荒玉など）
＊各種障害者スポーツ事業への派遣、協力

・第4回九州パラリンピック陸上競技選手権大会（4/16）
・第9回ゆうあいピック熊本大会（5/14）
・鏡町ロードレース大会（5/21）
・第37回熊本県身体障害者体育大会（5/21、28）
・ハートフルくまもと大会メモリアル 10時間耐久リレーマラソン（10/1）

・第16回くまもと車いすロードレース大会（10/9）
・第36回全国身体障害者スポーツ大会派遣（10/28～29）

＊広報誌の発行



シドニー・パラリンピック出場

平成12年度

工藤恭子選手（卓球）
銅メダル獲得！



平成13年度の主な取り組み
＊会議の開催

・総会（7/8）

・役員会
＊各種講習会・研修会の開催

・合同研修会（7/8）
・熊本県障害者スポーツ指導員養成研修会（12/1～2、8～9）

＊スポーツ教室の開催
・地域支部主催（熊本市、八代市、松橋など）

＊各種障害者スポーツ事業への派遣、協力
・第10回ゆうあいピック熊本大会（5/13）
・第38回熊本県身体障害者体育大会（5/20、27）
・ハートフルくまもと大会メモリアル 9時間耐久リレーマラソン

YES! SPORTS 2001 UDリレーマラソン（9/23）
・第1回全国障害者スポーツ大会派遣（10/27～29）
・第17回くまもと車いすロードレース大会（2/10）
・障害者スポーツフェスティバル（3/2）
・第5回九州パラリンピック陸上競技選手権大会（3/17）

＊広報誌の発行



平成14年度の主な取り組み
＊会議の開催

・総会（6/30）
・役員会（12回開催）

＊各種講習会・研修会の開催
・合同研修会（6/30）
・熊本県障害者スポーツ指導員養成研修会（11/30～12/1、12/7～8）

・ニュースポーツ講習会（4/20～2/16で9回開催）
・ボッチャ講習会（3/23）

＊スポーツ教室の開催
・地域支部主催（熊本市、天草、八代など）

＊各種障害者スポーツ事業への派遣、協力
・第1回熊本県障害者スポーツ大会（5/19、26）
・ハートフルくまもと大会メモリアル 9時間耐久リレーマラソン

YES! SPORTS 2002 UDリレーマラソン（9/21）
・第2回全国障害者スポーツ大会派遣（11/9～11）
・第18回くまもと車いすふれあいジョギング（10/14）
・第6回九州パラリンピック陸上競技選手権大会（3/16）



平成15年度の主な取り組み
＊会議の開催

・総会（6/8）
・役員会（11回開催）

＊各種講習会・研修会の開催
・合同研修会（6/8）
・熊本県障害者スポーツ指導員養成研修会（11/29～30、12/6～7）

・九州ブロック研修会、総会（2/7～8）

＊スポーツ教室の開催
・地域支部主催（熊本市、八代など）
・競技専門委員会主催（水泳教室5月～11月、ニュースポーツ

教室（10/26）

＊各種障害者スポーツ事業への派遣、協力
・第2回熊本県障害者スポーツ大会（5/18）
・ハートフルくまもと大会メモリアル 9時間耐久リレーマラソン

YES! SPORTS 2003 UDリレーマラソン（9/23）
・第3回全国障害者スポーツ大会派遣（11/6～11/12）
・第19回くまもと車いすふれあいジョギング（10/13）
・第7回九州パラリンピック陸上競技選手権大会（3/14）



平成16年度の主な取り組み
＊会議の開催

・総会（9/25）

・役員会
＊設立10周年記念式典（2/19）

＊各種講習会・研修会の開催
・熊本県障害者スポーツ指導員養成研修会（11/27～28、12/4～5）

・設立10周年記念特別研修会（2/19）

＊スポーツ教室の開催
・地域支部開催（熊本市、八代市など）
・競技専門委員会開催

＊各種障害者スポーツ事業への派遣、協力
・第3回熊本県障害者スポーツ大会（5/16、23）
・ハートフルくまもと大会メモリアル 9時間耐久リレーマラソン

YES! SPORTS 2004 UDリレーマラソン（10/11）
・第20回くまもと車いすふれあいジョギング大会（10/11）
・第4回全国障害者スポーツ大会派遣（11/11～16）
・第8回九州パラリンピック陸上競技選手権大会（3/13）

＊広報誌発行



アテネ・パラリンピック出場

柔道
天川敬史選手
銅メダル獲得

卓球
工藤恭子選手

陸上
二宮尚寛選手

射撃
松本隆選手

平成16年度



年度別
障害者スポーツ指導員

資格取得者状況
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主な活動報告

＊会議の開催

＊各種講習会・研修会の開催

＊スポーツ教室の開催

＊各種（身体）障害者スポーツ事業への派遣、協力

＊広報誌の発行



主な活動報告

＊会議の開催
・総会
・役員会

＊各種講習会・研修会の開催
・熊本県（身体）障害者スポーツ指導員養成研修会
・合同研修会
・九州ブロック障害者スポーツ指導者連絡協議会 研修会・総会

＊スポーツ教室の開催
＊各種（身体）障害者スポーツ事業への派遣、協力

・熊本県身体障害者体育大会
（熊本県障害者スポーツ大会）

・全国（身体）障害者スポーツ大会
・12時間チャレンジスポーツ ⇒ ハートフルくまもと大会メモリアル

（YES! SPORTS UDリレーマラソン）

・くまもと車いすロードレース大会
（くまもと車いすふれあいジョギング大会）

・九州パラリンピック陸上競技選手権大会
＊広報誌の発行



総 会
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主な活動報告
＊会議の開催

・総会
・役員会

＊各種講習会・研修会の開催
・熊本県（身体）障害者スポーツ指導員養成研修会
・合同研修会
・九州ブロック障害者スポーツ指導者連絡協議会 研修会・総会

＊スポーツ教室の開催
＊各種（身体）障害者スポーツ事業への派遣、協力

・熊本県身体障害者体育大会
（熊本県障害者スポーツ大会）

・全国（身体）障害者スポーツ大会
・12時間チャレンジスポーツ ⇒ ハートフルくまもと大会メモリアル

（YES! SPORTS UDリレーマラソン）

・くまもと車いすロードレース大会
（くまもと車いすふれあいジョギング大会）

・九州パラリンピック陸上競技選手権大会
＊広報誌の発行



（身体）障害者スポーツ指導員養成研修会



九州ブロック
障害者スポーツ指導者連絡協議会

平成15年度 研修会・総会開催



主な活動報告
＊会議の開催

・総会

・役員会

＊各種講習会・研修会の開催

・熊本県（身体）障害者スポーツ指導員養成研修会

・合同研修会

・九州ブロック障害者スポーツ指導者連絡協議会 研修会・総会

＊スポーツ教室の開催
＊各種（身体）障害者スポーツ事業への派遣、協力

・熊本県身体障害者体育大会

（熊本県障害者スポーツ大会）

・全国（身体）障害者スポーツ大会

・12時間チャレンジスポーツ ⇒ ハートフルくまもと大会メモリアル

（YES! SPORTS UDリレーマラソン）

・くまもと車いすロードレース大会

（くまもと車いすふれあいジョギング大会）

・九州パラリンピック陸上競技選手権大会

＊広報誌の発行



障害者スポーツ教室（競技委員会活動）

水泳競技委員会主催：水泳教室



地域支部活動
熊本市支部主催：障害をもつ人のためのスポ・レク教室



地域支部活動
熊本市支部主催：障害者スポーツ教室



地域支部活動
熊本市支部主催：在宅障害児スポーツ教室



地域支部活動
熊本市支部：熊本市民スポーツフェスタ秋季大会

（スポーツスタンプラリー）



地域支部活動
熊本市支部：熊本市民スポーツフェスタ秋季大会

（スポーツスタンプラリー）



地域支部活動

八代市支部主催：障害者スポーツ教室



主な活動報告
＊会議の開催

・総会
・役員会

＊各種講習会・研修会の開催
・熊本県（身体）障害者スポーツ指導員養成研修会
・合同研修会
・九州ブロック障害者スポーツ指導者連絡協議会 研修会・総会

＊スポーツ教室の開催

＊各種（身体）障害者スポーツ事業への派遣、協力
・熊本県身体障害者体育大会

（熊本県障害者スポーツ大会）
・全国（身体）障害者スポーツ大会
・12時間チャレンジスポーツ ⇒ ハートフルくまもと大会メモリアル

（YES! SPORTS UDリレーマラソン）
・くまもと車いすロードレース大会

（くまもと車いすふれあいジョギング大会）
・九州パラリンピック陸上競技選手権大会

＊広報誌の発行



熊本県身体障害者体育大会
（熊本県障害者スポーツ大会）

陸上



熊本県身体障害者体育大会
（熊本県障害者スポーツ大会）

アーチェリー



熊本県身体障害者体育大会
（熊本県障害者スポーツ大会）

サウンド・テーブルテニス



全国身体障害者スポーツ大会の開催状況

回次 開催都道府県 大会期日

第1回 岐阜県 昭和40.11. 6（土）～ 7（日）

2 大分県 41.11. 5（金）～ 6（土）

3 埼玉県 42.11. 4（金）～ 5（土）

4 福井県 43.10.12（土）～13（日）

5 長崎県 44.11. 8（土）～ 9（日）

6 岩手県 45.10.24（土）～25（日）

7 和歌山県 46.11. 6（土）～ 7（日）

8 鹿児島県 47.11.11（土）～12（日）

9 千葉県 48.10.27（土）～28（日）

10 茨城県 49.11. 2（土）～ 3（日）

11 三重県 50.11. 8（土）～ 9（日）

12 佐賀県 51.11. 6（土）～ 7（日）

13 青森県 52.10.15（土）～16（日）

14 長野県 53.10.28（土）～29（日）

15 宮崎県 54.10.27（土）～28（日）

16 栃木県 55.10.25（土）～26（日）

17 滋賀県 56.10.24（土）～25（日）

18 島根県 57.10.16（土）～17（日）

19 群馬県 58.10.29（土）～30（日）

20 奈良県 59.10.27（土）～28（日）

回次 開催都道府県 大会期日

第21回 鳥取県 昭和60.11. 2（土）～ 3（日）

22 山梨県 61.10.25（土）～26（日）

23 沖縄県 62.11.14（土）～15（日）

24 京都府 63.10.29（土）～30（日）

25 北海道 平成元.9.30（土）～10.1（日）

26 福岡県 2.11. 3（土）～ 4（日）

27 石川県 3.10.26（土）～27（日）

28 山形県 4.10.18（日）～19（月）

29 徳島県 5.11. 5（土）～ 6（日）

30 愛知県 6.11.12（土）～13（日）

31 福島県 7.10.28（土）～29（日）

32 広島県 8.10.26（土）～27（日）

33 大阪府 9.11. 2（日）～ 3（月）

34 神奈川県 10.11. 7（土）～ 8（日）

35 熊本県 11.11. 6（土）～ 7（日）

36 富山県 12.10.28（土）～29（日）



1999年 熊本

専門ボランティア養成事業



1999年 熊本

サポーター養成
（夏季合宿）



1999年 熊本

リハーサル大会



1999年 熊本



全国障害者スポーツ大会の開催状況

回次 開催都道府県 大会期日

第1回 宮城県 平成13.10.27（土）～29（月）

2 高知県 14.11. 9（土）～11（月）

3 静岡県 15.11. 8（土）～10（月）

4 埼玉県 16.11. 13（土）～15（月）



2001年 宮城



2004年 埼玉



12時間チャレンジスポーツ
ハートフルくまもと大会メモリアル

（YES! SPORTS UDリレーマラソン）



12時間チャレンジスポーツ
ハートフルくまもと大会メモリアル

（YES! SPORTS UDリレーマラソン）



くまもと車いすロードレース大会
（くまもと車いすふれあいジョギング大会）



九州パラリンピック陸上競技選手権大会



九州パラリンピック陸上競技選手権大会



主な活動報告
＊会議の開催

・総会

・役員会

＊各種講習会・研修会の開催

・熊本県（身体）障害者スポーツ指導員養成研修会

・合同研修会

・九州ブロック障害者スポーツ指導者連絡協議会 研修会・総会

＊スポーツ教室の開催

＊各種（身体）障害者スポーツ事業への派遣、協力

・熊本県身体障害者体育大会

（熊本県障害者スポーツ大会）

・全国（身体）障害者スポーツ大会

・12時間チャレンジス ⇒ ポーツハートフルくまもと大会メモリアル

（YES! SPORTS UDリレーマラソン）

・くまもと車いすロードレース大会

（くまもと車いすふれあいジョギング大会）

・九州パラリンピック陸上競技選手権大会

＊広報誌の発行



これまでに発行された広報誌

平成11年～

平成12年～

平成15年～


