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2018 年 10 月 6 日～13 日にインドネシアでアジアパラ競技大会 2018 が開催され、私
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はボッチャの競技に帯同をおこないました。
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ボッチャ（BOCCIA）とは、ヨーロッパで生まれた重度脳性麻痺の方や同程度の四肢重度機
能障がいのある方のために考案されたスポーツで、パラリンピックの正式種目になっています。
ジャックボール（目標球）と呼ばれる白いボールに、赤・青のそれぞれ 6 球ずつのカラーボ
ールを投げたり、転がしたり、他のボールにボールを当てたりして、いかに近づけるかを競い
ます。障がいがあって、ボールを投げることができなくても、勾配具（ランプス）を使い、自

体験する機会からつながるもの

分の意思を介助者に伝えることができれば参加することができます。

永島

今大会、私自身の役割としては、選手が出場する個人戦および団体戦の競技アシスタントで
した。競技中は、選手の指示を受け、投球しやすいよう車椅子や姿勢の修正をおこないます。
日頃の練習から選手とコミュニケーションを多くとり、細かい指示にも対応できるように努力
してきました。また日本とは異なる環境での試合になるため、体調管理にも配慮し、水分補給
や栄養・睡眠等にも気を配りながら対応をおこないました。実際に現場で経験できたことで今
後の大会でのサポート力の向上に繋がったと感じます。

久義

平成 30 年 11 月 3 日に枚方市の淀川河川敷にて「淀川河川公園ふれあいマラソン」が開催さ
れ、フライングディスクの体験コーナーが併設されました。
コーナーの運営は、枚方市内で日常から活動している「枚方障害者スポーツ連絡会」が担当し、
来場者への受付やアドバイスを障がい者スポーツ指導員 5 名程度が協力しました。
秋空の下で、参加者はディスクを投げて枠組みの中に投げいれる楽しみと難しさを体験するとと

ボッチャはチーム戦にて銅メダルを獲得することができました。東京 2020 パラリンピック
競技大会まで 2 年をきりました。チーム一丸となりメダル獲得に向け取り組んでいきたいと思
います。

もに、障がいのある子どもも含め、当日は約 250 名の家族連れや子ども達がフライングディスク
を体験されました。
また、マラソン大会も開催され、義足の方や車いすの方も河川敷のコースを走るイベントもあり

またボッチャは障がいのある方、子どもから高齢者の方まで誰もが一緒に楽しめるスポーツ
です。皆様も一緒にボッチャを楽しんでみませんか。

ました。
東京 2020 パラリンピック競技大会などの大きなイベントでの啓発も大事ではありますが、市
民の方々が気軽にみんなが体験できる行事に、障がい者スポーツ指導員が支援することが、大事か
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企画部
内容：「救命講習会」
講師：大阪消防振興協会応急担当
日時：平成 31 年 2 月 10 日(日) 10 時～13 時
場所：大阪市長居障がい者スポーツセンター ２階会議室
研修部
内容：「アメリカと日本の違いから、障がい者スポーツを考える！」
講師：理学療法士・PTA(米国認定理学療法士ｱｼｽﾀﾝﾄ) 森本 圭太 氏
日時：平成 31 年 3 月 3 日（日） 13 時～15 時
場所：大阪市長居障がい者スポーツセンター 2 階会議室

を考えさせられる機会でもあり、今後の活動の継続をあらためて認識しました。
なお、今回の運営を担当した「枚方障害者スポーツ連絡会」は長年の活動が認められ、地元のロ
ータリークラブから表彰も受けられ、これからも活動を継続していくとのことです。

第 18 回全国障害者スポーツ大会

福井しあわせ元気大会 2018
織りなそう 力と技と美しさ
2018 年 10 月 13 日(土)～15 日(月)
青い空・澄んだ空気・快晴に下、9.98 スタジアム（福井県営陸上競技場）
において、第 18 回全国障害者スポーツ大会の開会式が行われました。
スタンドには選手団を迎えてくれる県民や応援に来てくださった方々で
いっぱいでした。例年に比べると気温も高く選手は、練習で積み上げてきた
力を最高のパフォーマンスで発揮できたと思います。また、選手団サポート
ボランティアの皆さんの気配りも選手一人ひとりの力になったと思います。
次回、第 19 回全国障害者スポーツ大会は、いきいき茨城ゆめ大会(翔べ
羽ばたけ そして未来へ)です。
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福井県のサポーターの
皆さんの手作りです→

2018 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾟﾗ水泳競技大会に競技役員として参加して
植田 克彦
平成３０年 9 月 22 日(土)～24 日(月)の３日間の日程で横浜国際水泳場において「2018 ジャ
パンパラ水泳競技大会」が開催されました。
昨年の 11 月に千葉国際水泳場で開催された、第 1 回東京パラリンピック競技役員養成研修会
に参加、3 月の静岡・富士水泳場での研修会を経て、今回の横浜国際水泳場で開催された「2018
ジャパンパラ水泳競技大会」での実務研修会に参加しました。
今年度からこの大会は 3 日間開催となり、また、「2018 年 WPSF のルール改正」が有り、今
大会では本格的実施ではないが、2020 年東京オリンピック･パラリンピック競技大会を見据えて
の研修になりました。今大会の約１ヵ月後にジャカルタで開催されたアジアパラでは、新ルール採
用により日本選手も失格を取られました。
今大会は国際大会となり海外（8 カ国）からの選手が数多く参加され、オーストラリア・イング
ランドの両チームはパワフルでレベルの高い選手が世界記録に迫る好タイムで泳ぎました。
また、日本の選手達もそれらに負けず劣らずアジアパラの代表選手をはじめ、リオ 2016 パラリ
ンピック競技大会のメダリストも出場し、よりレベルの高い大会になりました。
その中には、大阪で開催していたジャパラ時代から参加のシドニー・アテネのメダリストの成田真
由美選手も参加されており、（アジアパラ大会にも参加し入賞を果たす）華やかな大会になりまし
た。
近年、大学(院)生選手や企業所属の選手が参加し、たくさんの学生や社員の方が駆けつけ応援し
ている迫力を感じました。以前は、個人参加または公共施設を母体としたクラブチームが中心だっ
たと記憶しています｡素晴らしい時代の流れ変化だと思います。
大阪からもたくさんの選手が参加しており、リオ・パラの銅メダリストの津川拓也君が得意の背
泳ぎと個人メドレーにエントリー、大学の後輩にあたる久保大樹君が 100ｍバタフライに出場、
久保君はジャカルタで開催されたアジアパラ（１００ｍバタフライ）で金メダルを獲得しました。
彼らに続く選手が多く出てくることを期待しています。
◎最後にルール改正について
バタフライの泳法について、「肩のラインを水平に保つ」ことが条件となりました。
これまで片腕欠損・麻痺等があり「片手バタフライ」で泳いでいた選手「特にサイドブレスで呼吸
する選手」が、非常に不利な条件になり大きなリスクを背負うことになるのでは･･･バタフライと
自由形との境界が曖昧になることからのルール改正？かどうか分かりませんが、「フェアーから生
まれたアンフェア－」ではないかと思っています。しかし、ルールはルール。克服に向けて試行錯
誤し、乗り越えてくる強い選手の出現を期待しています。
まずは、選手が持てる力を最大限に発揮できる競技会が運営できるように、自分自身も精一杯研
修に励みます。

大阪市スポーツ推進委員生野区協議会
会長

田島 雅春

スリーアイズは、平成 9 年開催の「なみはや国体」
「ふれ愛ピック大阪」を記念して、生野区体育指導委員協議会
（現：大阪市スポーツ推進委員生野区協議会）が考案したニュースポーツです。
当時、なみはや国体があるという事で、その時の区長が各団体に「生野区発祥のニュースポーツを考えてほしい」
と言われ、ニュースポーツ実行委員会ができました。区の広報誌にアイデアを募集したり、体育指導委員・青少年指
導員など多数の団体が集まり、子どもの頃に路地や空き地であそんだ遊びを思い起こし、また夜間に小学校の校庭を
借りて試してみたり、案を持ち寄り考えるようになりました。
ボールの開発から考えたので期間は少しかかりました。スリーアイズの専用のボールが必要であると考え、セパタ
クローのボールなどを参考にし、北鶴橋にある玩具のボールを作るメーカーさんに協力を頂き試行錯誤しながら、転
がり具合や風の影響など受けにくさを考慮して、ボールの中に３つのボール（孫の手についているボール）を入れ完
成しました。ボールの色なども赤や青を試しました。しかし色をつけるのに塗料が必要で、そうすると剥げたりボー
ルが硬くなるので、その結果、現在の白色と黄色になりました。
名前は、五目並べと同様、三目並べで目が３つ並んでいるので「スリーアイズ」と名付けました。
スリーアイズの普及活動にあたり、審判依頼があれば積極的に参加し各種団体からスリーアイズ大会の要望があれ
ば運営・審判協力まで行います。
平成 30 年より、スリーアイズは大阪市のニュースポーツとして取り組むようになり、ますますの発展を期待して
います。より多くの市民の方が体験・参加できるイベントや大会などを開催できるよう努力していきたいと思ってい
ます。

【競技場所】
屋内…体育館・ホールなどが最適です
屋外…平らなグラウンド（多少の砂利が
あっても大丈夫です）
【スリーアイズ専用ゴム製ボール】
1 チーム 5 個（直径 15cm～20cm）
白と黄色があります。

試合はチーム対抗戦でおこないます。（1 チーム 5 人まで）試合は、
3 セットまたは 5 セットマッチで、7 点先取すると勝ちとなります。
各チームはボールを 5 球ずつ交互に投球します。
•

ボールは投げるだけでなく、転がしてもキックしても OK です。

•

1～9 のマス目にボールを入れて得点を競います。

(反則 1)

投球者が投球時に、投球ラインを踏み越した場合。

(反則 2)

投球エリア内に投球者以外の選手が入った場合。

(反則 3)

副審が投球コール（吹笛）をした後、

実際のボール
を開けてみま
した。

8 秒以内に投げなかった場合。
(反則 4) 2 回連続して投球した場合。
その他、次の場合も反則になります。
●各セット終了前に投球ラインを越えて進入した場合。
●投球の順番を間違った場合。
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