
令和 3 年 11 月 10 日  

関 係 各 位 

栃木県障がい者スポーツ指導者協議会  

会長 郡司 原之  

（公印省略）  

 

関東ブロック障がい者スポーツ指導者協議会地域特別研修会のご案内 

 

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

日頃より、栃木県障がい者スポーツ指導者協議会（本協議会）の実施事業にご協

力・ご支援をいただき心より感謝申し上げます。 

さて、この度関東ブロック障がい者スポーツ指導者協議会のご協力の下、本協議

会の設立 20 周年記念行事を兼ねて地域特別研修会を開催することになりました。   

東京 2020 パラリンピックを振り返ると共に 2022 年第 22 回全国障害者スポー

ツ大会「いちご一会とちぎ大会」に向けた指導者のあり方を考える機会にしたいと

思います。また、活力ある共生社会の実現に向けた研修となるよう企画しました。 

つきましては、同封いたしました下記の資料をご確認いただき、是非とも研修会

にご参加くださいますようお願い申し上げます。 

 

記 

同封資料 

●案内文（本書） 

●募集要項 

●チラシ・参加申込書 

 

問合せ先 

                   栃木県障がい者スポーツ指導者協議会 

事務局長 那須野 利喜                                       

Mail：t.pslc.jimu@gmail.com 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 主催：栃木県障がい者スポーツ指導者協議会 

後援：関東ブロック障がい者スポーツ指導者協議会 

 

参加費 

無料 
 

日時： 令和４年１月２３日（日） 

     １３：００～１６：００（受付１２：３０～） 

場所： とちぎ福祉プラザ 多目的ホール 
 

 日頃より栃木県障がい者スポーツ指導者協議会の活動について、ご理解とご協力をいただき厚く御礼申し

上げます。本協議会は創立２０周年を迎えるに当たり、関東ブロック障がい者スポーツ指導者協議会協力の

下、地域特別研修会を開催いたします。 

栃木県の障がい者スポーツにかかわる皆様と一緒に、今後の障がい者スポーツの充実や共生社会実現の

ために、今何ができるかを一緒に考えていきましょう。多くの方の参加をお待ちしております。 

 

プログラム 
 

＜第１部＞ 

 

講師：河合
かわい

 純一
じゅんいち

 氏   
公益財団法人 日本パラスポーツ協会 

日本パラリンピック委員会  委員長 

 
テーマ 「東京 2020パラリンピック競技大会から見えた今後のパラスポーツ 

      ～求められる指導者像～」 

＜第２部＞ 
講師：増渕

ますぶち

 倫巳
と も み

 氏   
競技：車いすバスケットボール  

 （所属：栃木レイカーズ） 

 テーマ 「2022年第 22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会
い ち え

とちぎ大会」 

     ～選手から見た指導者に求められるもの～」 

【会   場】  とちぎ福祉プラザ 多目的ホール 

          〒320-8508 栃木県宇都宮市若草 1丁目１０番６号 

          TEL:028-621-2940 

【定   員】  100名 

【募集要項】  栃木県障害者スポーツ協会ホームページ「指導者協議会からのお知らせ」より 

ダウンロードください。 

           ホームページ URL：https://syospo-tochigi.org 

【問合せ先】  栃木県障がい者スポーツ指導者協議会 事務局（担当：那須野） 

            E-Mail：t.pslc.jimu@gmail.com 

5 歳より水泳を始めパラリンピックで金メダル 5 個を含む 21 個のメダルを獲得し、  

日本人初のパラリンピック殿堂入りを果たす。2020 年 1 月から日本パラリンピック  

委員会委員長として、国内のパラスポーツの普及、強化に尽力している。 

略歴 2010年 世界選手権大会日本代表 10位（イギリス） 

          アジアパラリンピック日本代表 優勝（中国） 

2012年 ロンドンパラリンピック日本代表 9位 



 

 

 

 

 栃木県障がい者スポーツ指導者協議会は創立 20 周年を迎えるにあたり、関東ブロック障がい者スポー

ツ指導者協議会の協力の下、20周年記念事業として地域特別研修会を開催いたします。 

第１部は「東京 2020パラリンピック競技大会から見えた今後のパラスポーツ～求められる指導者像～」

をテーマとして日本パラリンピック委員会委員長の河合純一氏を講師にお招きし、東京 2020 パラリンピ

ックを振り返ると共に、障がい者スポーツの充実や共生社会の実現のための取り組みについてご講演をい

ただきます。 

 第２部は、「2022 年第 22 回全国障害者スポーツ大会｢いちご一会とちぎ大会｣～選手から見た指導者に

求められるもの～」をテーマとして、栃木県の車いすバスケットボールチーム、栃木レイカーズの増渕  

倫巳選手を講師にお招きし、これまでの日本代表選手としての経験や、若手育成等チーム強化・運営に  

携わってきた経験を踏まえ、指導者に求めるものについてご講演をいただきます。 

今回、大変お忙しい方々に、貴重なお時間をいただきまして栃木県宇都宮市にお迎えいたします。多く

の方のご参加お待ちしております。 

 

１．目 的 

  障がい者スポーツ指導者の資質向上を目指し、障がい者スポーツの普及、発展及び 2022年第 22回全

国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」への機運を高めることを目的とします。 

２．実施主体 

（１）主催 栃木県障がい者スポーツ指導者協議会 

（２）後援 関東ブロック障がい者スポーツ指導者協議会 

３．開催日程及び対象者 

  （１）日時 令和４年１月２３日（日）１３：００〜１６：００（受付１２：３０開始） 

 （２）対象者 公益財団法人日本パラスポーツ協会指導者資格保有者 

４．定 員  １００名 

５．参加費  無料  

６．会 場   

  とちぎ福祉プラザ  多目的ホール   http://www.tochigi-fukushi-plaza.org/index.php 

〒320-8508 栃木県宇都宮市若草 1丁目 10番 6号  TEL:028-621-2940    

・JR宇都宮駅から関東バス利用 

「清住町経由細谷車庫」行き 「戸祭」（乗車約２５分）下車 徒歩８分 

「西塙田経由宝木団地」行き 「福祉プラザ」（乗車約２５分）下車 

「山王団地」、「石那田」「日光東照宮」 行き「長岡街道入口」下車（乗車約２５分）下車徒歩５分 

・東北自動車道宇都宮インターから約１５分、鹿沼インターから約２０分 

令和３年度 関東ブロック障がい者スポーツ指導者協議会 

  

地域特別研修会（栃木県） 募集要項 
 

 



７．講 師・話題提供 

第１部：講師：河合 純一 氏 （パラリンピアン） 

公益財団法人日本パラスポーツ協会 日本パラリンピック委員会 委員長 

        5 歳より水泳を始め、パラリンピックで金メダル 5 個を含む 21 個のメダルを獲得し、

日本人初のパラリンピック殿堂入りを果たす。2020 年 1 月から日本パラリンピック委員

会委員長として、国内のパラスポーツの普及、強化に尽力している。 

第２部：講師：増渕 倫巳 氏 （パラリンピアン） 

宇都宮市役所職員 車いすバスケットボールチーム・栃木レイカーズ所属 

        2003年不慮の事故で車椅子を使う生活になってから、2012年ロンドンパラリンピック車いす

バスケットボール日本代表として活動するまでの自身の経験やそこから得られた考え方などを

ご講話いただきます。 

８．スケジュール 

  １２：３０ 受付開始 とちぎ福祉プラザ 多目的ホール 

  １３：００ 開講式 （主催者挨拶他） 

  １３：３０ 第１部 「東京 2020パラリンピック競技大会から見えた今後のパラスポーツ 

～求められる指導者像～」 

  １４：３５ 休 憩 

  １４：５０ 第２部 「2022年第 22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」 

             ～選手から見た指導者に求められるもの～」 

  １６：００ 終 了 

     ※講師等の都合や参加者数などによりスケジュールの変更があります。ご了承ください。 

９．申込み方法   

必ず専用の参加申込書で、お申し込みください。それ以外はご遠慮ください。 

 (1)募集要項・参加申込書は、栃木県障害者スポーツ協会ホームページ(https://syospo-tochigi.org)

の中の「指導者協議会からのお知らせ」よりダウンロードしてください。 

 (2)メールまたは FAXにより『栃木県障がい者スポーツ指導者協議会』宛てお申し込みください。 

１２月１０日（金）午後５時（必着） 

①メールによる申込み  E-mail： t.pslc.jimu@gmail.com 

  ②ＦＡＸによる申込み  FAX  ： ０２８－６２４－２７６１（栃木県障害者スポーツ協会気付） 

10．その他 

(1)コロナ禍の中、開催いたしますので必ずマスクを着用の上ご参加ください。体調が優れない場合及

び緊急事態宣言地域とまん延防止の対象となった地域からの参加はご遠慮ください。また当日検温で

３７℃以上の場合は、入場をお断りさせていただきます。なお、今後の新型コロナウイルス感染症の

感染拡大状況および自然災害の恐れがある場合は、開催を中止する可能性があります。その場合は前

もって上記の栃木県障害者スポーツ協会ホームページでお知らせします。 

(2)参加者多数の場合は、抽選を行います。参加が不可の場合のみ１２月２６日（日）までにメールま

たは電話にてご連絡します。連絡がない方は、予定通りご参加ください。受講決定通知書等の送付は

ありません。   

(3)主催者側で手話通訳者をご用意いたします。 

 



令和３年度 関東ブロック障がい者スポーツ指導者協議会 
地域特別研修会（栃木県） 

参 加 申 込 書 

※１ ご記入いただく個人情報は「令和３年度 地域特別研修会」にのみ使用します。 

※２ 必ず専用の参加申込書に記入の上、メールまたは FAX により１２月１０日（金）午後５時までに

お申し込みください。参加申込書以外での申込みはご遠慮ください。 

※３ 募集要項・参加申込書は、栃木県障害者スポーツ協会ホームページの「指導者協議会からのお知 

らせ」よりダウンロードしてください。(https://syospo-tochigi.org) 

《申込み先》 

① メールの場合  t.pslc.jimu@gmail.com 

 ② ＦＡＸの場合  ０２８－６２４－２７６１（栃木県障害者スポーツ協会気付） 

ﾌﾘｶﾞﾅ  
所属協議会 

(都県市名) 
 

氏名  

資格 

※○をつける 
初級 ・ 中級 ・ 上級 ・ トレーナー ・ スポーツコーチ ・ スポーツ医 

住所 

〒 

 

メールアドレス 

≪PC≫ 

≪携帯電話≫ 

携帯電話番号  FAX 番号  

活動地  

主な活動内容  

障害の有無 
※○をつける 

あり ・ なし  障害名  

車椅子使用の有無 

※○をつける 
あり ・ なし 

手話通訳の要否 

※○をつける 
要  ・  否 

栃木県以外の協議会 

の役員は役職名 
 

備 考 

（質問などありましたら、ご自由にお書きください。） 

 


