
　障害のある方々による出店販売やステージ発表などを通じて障害福祉の理解を深め
ようと、4/24(日)にふれ愛プラザ及び亀田駅地域交流センターで開催されました。
　18回目の今年は天候に恵まれ、過去最高の約4,500人のご来場をいただきました。
江南区及び商工会青年部、地域福祉関係者ら地域の輪も年々広がり、共生社会の実現
に向けて今後も継続してまいりたいと思います。
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　2016ジャパンパラ陸上競技大会がデンカビッグスワンスタジアムで6/3～5の3日間に渡り開催され、総勢
285名の選手のうち12名の本県出身選手が出場しました。リオパラリンピックへの最後の切符をかけ熱戦が繰り
広げられ、本県からは樋口雅幸選手(十日町市出身)が見事代表に選出されました。他の選手もメダルを獲得する
など地元選手が大躍進しました。
　初の新潟開催となった本大会には、新潟県障害者スポーツ協会及び新潟県障がい者スポーツ指導者協議会が運
営に協力しました。これを契機に障害者スポーツへの理解が更に広がることを期待したいと思います。

選手宣誓を務め、短距離種目に出場した三
み す ほ の か

須穂乃果選手（村上市出身：左端）

2016ジャパンパラ陸上競技大会　地元選手躍進！！
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　当期は、新潟ふれ愛プラザの第三期指定管理期間（平成26年度～30年度）の２年目でした。引き続き（福）新潟県
視覚障害者福祉協会、（福）豊潤舎、及び新潟県障害者スポーツ協会との共同グループ間で、緊密な連携を図りつつ
管理・運営にあたった結果、事業計画内容をほぼ予定どおりに終了することができたものと受け止めております。
　今後共、法人運営の透明性の確保と業務の効率化、及び財務の健全化に努めると共に、「共に考え、共に創り、共
に助け合い・成長する」という法人理念に基づいて、安心・安全に充分配慮した施設運営と、利用者や参加者のニー
ズに適切に対応した各種事業の実施に努めることにより、障害者の自立と社会参加を促進して福祉の増進を図ってま
いります。
　当期における法人総体の決算概要は以下のとおりです。

勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

県受託事業収入 165,970,000 165,970,000
その他の事業収入 2,064,000 2,009,100 54,900
会費収入 2,014,000 1,947,200 66,800
負担金収入 37,615,000 18,836,515 18,778,485 予算(A)内部取引含む
経常経費寄附金収入 380,000 380,161 △161
受取利息配当金収入 60,000 32,722 27,278
その他の収入 10,101,000 10,132,705 △31,705

事業活動収入計(1) 218,204,000 199,308,403 18,895,597

支
出

人件費支出 98,590,000 95,052,301 3,537,699
事業費支出 72,409,000 61,168,943 11,240,057 予算(A)内部取引含む
事務費支出 44,153,000 29,014,487 15,138,513 予算(A)内部取引含む

事業活動支出計(2) 215,152,000 185,235,731 29,916,269
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 3,052,000 14,072,672 △11,020,672

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入 施設整備等収入計(4)

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入 その他の活動収入計(7)

支
出

積立資産支出 165,000 117,825 47,175

その他の活動支出計(8) 165,000 117,825 47,175
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △165,000 △117,825 △47,175

予備費支出(10) 2,000,000 2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 887,000 13,954,847 △13,067,847

前期末支払資金残高(12) 63,609,693 63,610,557 △864
当期末支払資金残高(11)+(12) 64,496,693 77,565,404 △13,068,711

資金収支計算書
（ 自 平成27年4月1日　　至 平成28年3月31日 ） （単位：円）

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

県受託事業収益 165,970,000 162,512,000 3,458,000
その他の事業収益 2,009,100 2,322,900 △313,800
会費収益 1,947,200 3,772,600 △1,825,400
負担金収益 18,836,515 34,909,929 △16,073,414 前年(B)内部取引含む
経常経費寄附金収益 380,161 3,000 377,161
サービス活動収益計(1) 189,142,976 203,520,429 △14,377,453

費
用

人件費 95,160,301 92,053,499 3,106,802
事業費 61,168,943 70,960,564 △9,791,621 前年(B)内部取引含む
事務費 29,014,487 39,116,564 △10,102,077 前年(B)内部取引含む
減価償却費 59,682 76,484 △16,802
サービス活動費用計(2) 185,403,413 202,207,111 △16,803,698

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 3,739,563 1,313,318 2,426,245

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

受取利息配当金収益 32,722 26,518 6,204
その他のサービス活動外収益 10,132,705 15,653,343 △5,520,638

サービス活動外収益計(4) 10,165,427 15,679,861 △5,514,434
費
用サービス活動外費用計(5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 10,165,427 15,679,861 △5,514,434

経常増減差額(7)=(3)+(6) 13,904,990 16,993,179 △3,088,189

特
別
増
減
の
部

収
益

特別収益計(8)
費
用 特別費用計(9)
特別増減差額(10)=(8)-(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 13,904,990 16,993,179 △3,088,189
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額(12) 63,884,641 57,896,188 5,988,453
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 77,789,631 74,889,367 2,900,264

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16) 9,825 11,004,726 △10,994,901

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 77,779,806 63,884,641 13,895,165

事業活動計算書
（ 自 平成27年4月1日　　至 平成28年3月31日 ） （単位：円）

資産の部
科目 当年度末 前年度末 増減

流動資産 102,637,812 84,941,589 17,696,223
現金預金 99,215,992 83,086,417 16,129,575
事業未収金 3,255,500 1,759,084 1,496,416
立替金 90,940 1,800 89,140
前払金 75,380 94,288 △18,908

固定資産 43,129,046 43,375,403 △246,357
基本財産 10,000,000 10,000,000 0

定期預金 10,000,000 10,000,000 0
その他の固定資産 33,129,046 33,375,403 △246,357

器具及び備品 214,402 274,084 △59,682
退職給付引当資産 1,503,000 1,699,500 △196,500
人件費積立預金 19,373,400 19,366,907 6,493
修繕積立預金 8,810,607 8,808,213 2,394
備品等購入積立預金 127,426 127,426 0
運用財産積立預金 3,100,211 3,099,273 938

資産の部合計 145,766,858 128,316,992 17,449,866

負債の部
科目 当年度末 前年度末 増減

流動負債 25,072,408 21,331,032 3,741,376
　事業未払金 21,225,955 18,790,844 2,435,111
　預り金 2,034,167 1,083,336 950,831
　職員預り金 1,812,286 1,456,852 355,434

固定負債 1,503,000 1,699,500 △196,500
　退職給付引当金 1,503,000 1,699,500 △196,500

負債の部合計 26,575,408 23,030,532 3,544,876
純資産の部

基本金 10,000,000 10,000,000 0
　第一号基本金 10,000,000 10,000,000 0
その他の積立金 31,411,644 31,401,819 9,825
　人件費積立金 19,373,400 19,366,907 6,493
　修繕積立金 8,810,607 8,808,213 2,394
　備品等購入積立金 127,426 127,426 0
　運用財産積立金 3,100,211 3,099,273 938
次期繰越活動増減差額 77,779,806 63,884,641 13,895,165
(うち当期活動増減差額) 13,904,990 16,993,179 △3,088,189

純資産の部合計 119,191,450 105,286,460 13,904,990
負債及び純資産の部合計 145,766,858 128,316,992 17,449,866

貸 借 対 照 表
（ 平成28年3月31日現在 ） （単位：円）

平成27年度　法人総体の事業の概要
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ふれ愛だより新潟県障害者交流センター

TEL FAX025-381-8110 025-381-1478 http://kouryu.n-fureaiplaza.com/ kouryu@n-fureaiplaza.comURL MAIL

　 ４ 月 か ら 当 セ ン
ターの指導員になり
ました伊藤貴晃です。
今年無事大学を卒業
してまいりました。
まだまだ若輩者では
ありますが、精一杯
努めていきますので
よろしくお願いいた
します。

モンゴル国パラアーチェリー金メダリスト来館
　2020東京パラリンピックのモンゴル国アー
チェリー選手団の合宿地が燕市に決定し、その調
印締結のため同国パラアーチェリー協会が4月に
来県、ふれ愛プラザでの障害者アーチェリーの活
動も視察されました。会長のバアタルジャブ氏は
2008北京パラリンピックの金メダリストで、当
日は会長直々にトップの技術を特別にレッスンし
て頂きました。
　これからも合同練習会などを通じてさらに国際
交流を深め、盛り上げていきたいと思います。

【からだをつかってあ・そ・ぼ】
　障害のある児童を対象に、リズム体操やサーキットトレー
ニングなど、「遊び」を通したス
ポーツの基 礎 動作体験を行いま
す。元気いっぱいの子供たちが、
様々な課題をそれぞれのペースで
こなしています。いっしょに「から
だをつかってあ・そ・ぼ！」
(毎月第4土曜日10：30～11：30開催)

【陸上教室】
　今年度、新規事業として陸上競技教室を開催しています。
毎月1回日曜日にビッグスワンな
どの陸上競技場で開催しており、
現在18名の参加を受け付けてい
ます。参加者からは「日頃入るこ
とのできない陸上競技場に入る
ことができて楽しい」という声が
上がっています。

【打楽器教室】
　プロドラマー山下久樹先生（パーカッショニスト丼）に
よるレッスンで、コンガやジャン
ベなど世界の打楽器に触れな
がら楽しくリズムを学びます。
全員で演奏するドラムサークル
は圧巻です。
（開催日：8/6、9/3、10/1、
　　　　  　　　10/29、11/12
　時間：13:30～14:30）

【車いすダンス教室】
　社交ダンスのステップを基本にした「車いすダンス」を体
験する教室です。障害の有無や初
心者経験者問わず、楽しくからだ
を動かしています。随時、参加を受
付けています。あなたも憧れの社
交ダンスデビューをしませんか？
（毎月第4土曜日13：00～15：00開催）

　6/26（日）に春のクリーン作戦を実施しま
した。水泳クラブやリハセン入所者ら多くの
利用者さんにご参加をいただき、約１時間
で10袋分の雑草やごみを回収しました。ご
協力ありがとうございました。

　6/26に新潟ポリオの会との共催で開
催。講師に高橋玲司先生(全国良寛会理
事)をお招きし、良寛さまの歌や詩、逸話
などからその人柄や生き方を紐解き、今の
私たちに必要な「心」とは何かを考えるひ
とときとなりました。

　6/12に新潟アルビレックスBBの
選手をお招きし、車椅子バスケチー
ムや知的障害のある選手らと練習交
流会を行いました。トップ選手の技
に触れ、思い出に残る一日となりま
した。

ふれ愛プラザクリーン作戦 トップアスリート交流会

車いすに乗ってプレーするアルビ選手

良寛さまの生き方に学ぶ講演会

選手の弓のチェックをする
バアタルジャブ会長(左)

蒸し暑い中作業をしていただきました 清貧と慈愛の大切さを学びました

伊
いと う

藤　貴
たかあき

晃

職員紹介
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TEL FAX025-381-8112 025-381-8116 http://jyoho.n-fureaiplaza.com/ jyoho@n-fureaiplaza.comURL MAIL

新潟県聴覚障害者
情報センター 情報センターだより

　初めまして。4 月から新潟県聴覚障害
者情報センターで指導員として勤務し
ております小川香央里と申します。3 月
に大学を卒業して社会人一年生です。ま
ずは手話の上達を一番に考え、利用者の
皆様とも沢山コミュニケーションを図
りたいと思っております。
　不慣れな点もございますが皆様どう

ぞよろしくお願いいたします。

８月20日︵土︶10時～12時　ふれ愛プラザ１F集会室
手話の 茶の間

手話を使ってゲームや交流・手話ソングで楽しみましょう！
※ 定員をこえた場合は締切前でもお断りする
場合があります。先着30名
締切　８月13日（土）

ステップアップ
手話講座
経験者向け

ふれ愛プラザ２F会議室
７月24日（日）
13時～15時
講師：塚原和俊

新潟県聴覚障害者協会
手話対策部長

巡回映像
ライブラリー
新潟聾学校            

　７月１４日（木）
 　９月　６日（火）
１１月１７日（木）

長岡聾学校
７月１３日（水）
９月　７日（水）

１１月１６日（水）

ふれ愛
手話教室
８月　２日（火）

９日（火）
２３日（火）
３０日（火）

９月　６日（火）
１３日（火）
 ２７日（火）

全７回 19時～20時30分

盲ろう者向け通訳・介助員
研修事業（講演会）

10月16日（日）13時～16時
　　前田晃秀 氏
 （東京盲ろう者支援センター所長）

11月５日（土）13時30分～16時30分
　　藤鹿一之 氏
 （東京盲ろう者友の会理事長）

「手話」

小
おが わ

川香
か お り

央里
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にいがた

社会参加推進センターだより
TEL・FAX 025-383-3654 http://suishin.n-fureaiplaza.com/ suishin@n-fureaiplaza.comURL MAIL

　４月から新潟
県障害者社会参
加推進センター
の事務員として
勤務しておりま
す仲村友希です。
３月まで新潟医
療福祉大学で社

会福祉を学んでいました。社会人
１年目で足りないところもあるか
と思いますが、精一杯頑張ってい
きたいと思います。よろしくお願
いします。

第15回 新潟県障害者芸術文化祭
～ふくらむアート ふあっと にいがたフェスティバル～

　♪毎年、個性豊かな作品が数多く出展されています。あなたも参加してみませんか？

１．募集内容・期日・場所

募集！

美　術　展 ステージ発表

募集
内容

美術作品
絵画・書道・写真・工芸（はり絵・
ちぎり絵、陶芸、織物、木工品など）

文芸作品
短歌・俳句・川柳・自由詩

音楽発表
歌唱・器楽演奏・
踊り

期日 11月13日（日）～11月19日（土） 11月20日（日）

会場 　新潟ふれ愛プラザ　体育館　(新潟市江南区亀田向陽１-９-１)

新潟市江南区亀田向陽１-９-１(新潟ふれ愛プラザ内)　
電話・FAX　025-383-3654

新潟県障害者社会参加推進センター

新潟県障害者芸術文化祭 検索!

作品・発表者

（昨年のステージ発表の様子）

お問い合わせ（事務局）

２．応募資格　　県内に在住する身体障害、知的障害または精神障害のある方。

３．応募締め切り　９月20日(火)　※当日消印有効
　　　　　　　　申込書を事務局へ郵送してください。

※応募方法など詳しくは、下記までお問い合わせください。

「障害者110番」
巡回専門相談会のお知らせ

障害のある方の人権擁護、財産管理など法律的な専門知識が必要とされる問
題などに弁護士及び障害者１１０番相談員がお答えします。相談は無料で、秘
密はかたく守られます。

予約先：電 話  025-381-0110　　ＦＡＸ  025-383-3654
※希望される方は、事前に下記までお申し込みください。

開催日時　平成28年９月21日（水）
　　　　　午後１時から３時まで
会　　場　三条市総合福祉センター
　　　　　２階　相談室
 （三条市東本成寺２－１）
予約締切日　平成28年９月９日（金）

開催日時　平成28年10月19日（水）
　　　　　午後１時から３時まで
会　　場　水原公民館
　　　　　３階　中会議室
　 　（阿賀野市山口町1丁目2-14）
予約締切日　平成28年10月７日（金）

相談 してみませんか？
弁護士に！

仲
なかむら

村友
ゆ き

希
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県身連だより
TEL FAX025-381-1474 025-381-1478 http://kenshinren.n-fureaiplaza.com/ kenshinren@n-fureaiplaza.comURL MAIL

（公益自主事業）

平成28年度　事　業　計　画
月 実　施　日 事　　　業　　　名

９月 ４日（日） 第２６回ミュージックふれあい交流会
１６日（金） 第６回プラザふれあい交流会    （囲碁・将棋大会）

10月 ３０日（日） 第４９回新潟県身体障害者福祉大会
11月 １３日（日）～１９日（土） 障害者芸術文化祭（美術展）

２０日（日） 障害者芸術文化祭（ステージ発表）
※会場はいずれも「新潟ふれ愛プラザ（新潟市江南区亀田向陽1-9-1）」です。

◎今年度の事業計画は次のとおりです。各事業に奮ってご参加くださるようお待ちしています。

　５月１１日、１２日に京都府京都市で開催された大会
は、全国から身体障害者団体連合会の会員などがおよ
そ2,800名参加し、盛大に開催されました。
　12日の大会式典では、日本身体障害者団体連合会の
阿部会長が挨拶され、京都府知事を始めとする来賓の
挨拶の後、全国の身体障害者福祉功労者（54名）が表
彰されました。

　議事では、日本身体障害者団体連合会の平成27年度事業報
告と平成28年度事業計画が報告された後、大会宣言、大会決
議が採択されました。
　今回の大会には、交通事情などのため県身連ツアーは実施
せず、事務局のみの参加となりました。来年は岐阜県で開催さ
れます。

第６１回日本身体障害者福祉大会「きょうと大会」が開催されました

新潟県立図書館で対面朗読サービスを始めました
　新潟県立図書館では、図書館にある活字資料を代読する対面朗読サービスを行います。利用対象は、県内にお
住まいもしくは通勤・通学されている、活字による読書が難しい方です。上肢障害のため本のページがめくりに
くい方などもご利用いただけます。利用には県立図書館の利用登録と確認書類の提出が必要です。
　サービスの利用時間は、平日の木曜日（休館日を除く）の１３時から１５時です。
　詳細は、新潟県立図書館までお問い合わせください。

電話　０２５－２８４－６００１　　住所　新潟市中央区女池南３－１－２
■火曜日～金曜日■　　　 　午前９時３０分から午後７時まで
■土曜日・日曜日・祝日■　 午前９時３０分から午後５時まで　　■月曜日■　休館
ホームページ　http://www.pref-lib.niigata.niigata.jp/

第61回日本身体障害者福祉大会の様子

大　会　決　議
一、 共生社会をめざし障害者権利条約を障害者施策に

実現させよう
一、 すべての自治体に障害者差別をなくすための条例

を制定させよう
一、 東日本大震災被災地の復興を着実に実行させよう
一、 地域相談支援体制に身体障害者相談員を活用さ

せよう
一、 熊本地震による被災障害者の早期生活再建をめざ

そう
　平成28年５月12日
 第61回日本身体障害者福祉大会きょうと大会
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わかりやすくご講演いただいた講師の竹田氏 活発な質疑応答が行われました

「障害者差別解消法」を地域に根ざした法律に
　平成28年４月に障害者差別解消法が施行されました。
　先般、開催された日本身体障害者福祉大会では、この法律をさらに周知し、障害理解の啓発促進のため、法律を地
域へ広げ大きく育てていくことに努めなければならないと宣言しました。
　また、「すべての自治体に障害者差別をなくすための条例を制定させよう」と決議し、加盟団体等と連携した取り
組みを進めています。
　これを受けて、去る６月８日（水）新潟ふれ愛プラザにおいて開催された「平成28年度地域団体指導者研修会」で
は、県内の自治体で初めて条例を制定した新潟市の取り組みや条例の内容運用について、新潟市障がい者基幹相談支
援センター西の主任相談員竹

たけ
田
だ

一
かず

光
みつ

氏よりご講演いただきました。
　講演後、新潟市条例の具体的な取り組みについて活発な質疑応答が行われ、差別解消法の理解を深め、県内各地で
の取り組みの進展を図るために大変有意義な研修会となりました。
　県身連としては、今後も地域団体との連携を密にしながら、障害や障害者に対する理解を深めるとともに、障害者
施策の更なる充実に向けての取り組みを進め、差別や偏見のない社会作りを目指して努力してまいります。

障がいのある人もない人も安心して暮らせる共生社会の実現

(１)教育…個別の教育⽀援計画の作成の義務化（市⽴学校を対象）

(２)保育…個別の⽀援を⾏うための計画の作成の義務化

（市⽴保育所・市が認可する保育所を対象）

(３)就労支援…障がいのある⼈の必要とする就労相談・⽀援を⾏うこと

(４)建物の管理等…建物の管理・整備にあたっては、可能な限り障がい

のある⼈の意⾒の把握に努めること

(５)居住場所の確保

(６)適切な説明…障がい特性に応じた適切な説明及び情報提供を⾏うよ

う努めること

(７)情報及び意思疎通

１目的

２基本理念

8障がいのある人の⾃⽴・社会参加のための支援

(１)障がい種別・内容を問わずに対応する「相談機関」を設置

(２)助言・あっせんの必要性について建議する「調整委員会」を設置

(３)条例の実効性確保のため、「助⾔･あっせん、勧告、公表」を規定
全ての市⺠が、障がいや障がいのある⼈に対する理解を深めるとと

もに、話し合いにより相互の⽴場を理解すること

市・事業者に対して、福祉サービスや医療など9分野における差別

（不利益な取扱い・合理的配慮の不提供）を法的義務で禁止

５条例で禁⽌している事項

6差別の未然防止策

(１)障がいや障がいのある⼈に対する理解を深める周知啓発･研修の実施

(２)障がいのある⼈に対する差別の解消に向けた協議提案を⾏う「条例

推進会議」の設置

7差別の事後対応策

○ 不利益な取扱い…正当な理由がないのに、障がいがあるというこ

とでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、また障がいのな

い人には付けない条件を付けたりすること

○ 合理的配慮の不提供…障がいのある人から何らかの配慮を求める

意思の表明があった場合、又は意思の表明がなくても何らかの配慮が

必要なことを認識しうる場合に、その人の人権・意向を尊重して、社

会的障壁を取り除く合理的な配慮をしないこと（過重な負担である場

合を除く）

３市の責務

障がいのある人に対する差別を解消するとともに、この条例の目指す

べき社会を実現するための施策を推進すること

４市⺠・事業者の役割

(１)障がいや障がいのある⼈に対する理解を深めるとともに、障がいの

ある人に対する差別を解消する取組みを市と一体となって⾏うよう

努めること

(２)障がいのある人の生きづらさや思いを受け止め、障がいのある人と

の交流を深めるよう努めること

(１)市⺠にとって親しみやすい・分かりやすい条例にするため、⽂体を

「です・ます」体としています。

(２)合理的配慮について、差別解消法を上回る規定を３つ設けています。

(３)⼀般私⼈の関係（隣⼈・家族関係など）における差別は、この条例

の対象ではありません。

(４)差別を法的義務で禁止していますが、話し合いによる解決を目指し

ます。

(５) バリアフリー化などの環境の整備については、合理的配慮と分けて

位置付けています。

(６)罰則は規定していません。

9その他条例の特徴・解釈
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TEL FAX

発行：新潟県障害者スポーツ協会　〒950-0121 新潟市江南区亀田向陽1-9-1（新潟ふれ愛プラザ内）

025-383-3610 025-381-1478 http://sports.n-fureaiplaza.com/ sports@n-fureaiplaza.comURL MAIL

新潟県障害者スポーツ協会だより

　平成28年3月
26、27日（土日）
に『第25回日本
障害者スポーツ
学会in新潟』が、
新潟ふれ愛プラ
ザを会場に開催
され 、全国各地
から約200名の
方からの参加が
ありました。今回
の学会は、障が
い者のスポーツ

を“支える人”の資質向上も目的としており、障がい者スポー
ツ指導員や福祉系、スポーツ系大学に通う学生等、県内か
らも大勢の参加がありました。
　障がい者スポーツは
“支える人”が必要不可
欠です。障害のある方
が、身近な地域でいつ
でもスポーツが行える
環境作りをこれからも
進めて行きたいと思っ
ています。

『第25回日本障害者スポーツ学会
� in新潟』報告

　平成28年6月3～5日に『2016ジャパンパラ陸上競技大会』がデンカビッグスワンスタジアム
で開催されました。本大会は9月から開催されるリオパラリンピックへの最終選考会として位置
づけられており、めったに見ることのできない、国内トップ選手の競技を間近で観戦することが
できました。
　また、日頃より新潟県内で活動されている、障がい者スポーツ指導員の皆さんもこの大会を支
えてくれました。

2016ジャパンパラ陸上競技大会報告

　平成28年10月22～24日の3
日間、岩手県で『第16回全国
障害者スポーツ大会 希望郷い
わて大会』が開催されます。
　本大会には、5、6月に開催
された「第17回新潟県障害者
スポーツ大会（個人競技）」と
「北信越・東海ブロック予選会
（団体競技）」の結果により、
新潟県代表選手28名、新潟市
代表選手29名が決定しました。
　また、今年度も知的女子バ
レーボールチームが北信越・
東海ロック予選会で優勝し、

ブロックの代表と
して岩手大会への
出場を決めました。
　皆さま、新潟県・
新潟市選手団への
熱い応援をよろし
くお願いいたしま
す。

第16回全国障害者スポーツ大会へ
� 選手が決定しました！！

池
いけ

田
だ

�弘
ひろ

子
こ
�さん（中級指導員）

　今大会では表彰係を担当しました
が、メダルを受け取る選手の喜びを近
くで感じることができました。また、
他のスポーツ指導員の皆さんも随所
で役割に熱心に向き合う姿を見るこ
とができました。日頃の活動では経
験出来ない多くを学ぶ大会でした。

桑
くわ

原
ばら

�詠
え

理
り

奈
な
�さん（初級指導員）

　このような大きな大会を見たのは
初めてだったので、すごく勉強にな
り、また貴重な経験になりました。
　選手の方々の姿に感動するととも
に、今後、障がい者スポーツにもっと
深く関わって行きたいという思いが
強くなりました。

鼎談「オリンピック、パラリンピックへの道～
オリンピアン、パラリンピアン、スポーツドク
ターの熱き想い～」
� 皆川賢太郎氏、音田勉氏、大森豪氏

基調講演「東京パラリンピックでメダル
を獲得するために」田島文博氏

第17回新潟県障害者スポー
ツ大会開会式「選手宣誓」
� 奥田柊選手

第17回新潟県障害者スポーツ大会
フライングディスク競技（長岡市）
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