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江東区民向け障がい者スポーツ普及イベント

※江東区以外にお住まいの方もご参加できます。

江東区民向け障がい者スポーツ普及イベント

※江東区以外にお住まいの方もご参加できます。

武蔵野大学スポーツマネジメントゼミ 主催・運営

入場・参加無料
体験しよう！
障がい者スポーツチャレンジ
2015 in KOTO

2015 年 12 月 26 日 ( 土 )

写真 ： ( 一社 ) 日本ゴールボール協会

10：45 〜 17：00
江東区有明スポーツセンター

パラリンピアンの指導で
障がい者スポーツを知ろう！

写真 ： ( 一社 ) 日本パラバレーボール協会

障がいのある方のご参加もお待ちしています。

・事前申し込み不要。当日会場まで直接お越し下さい。
・ご来場の際は上履きをお持ち下さい。
・小学校３年生の以下のお子さんは保護者同伴。

プログラム

開場 10:30~ 開会式 10:45~ ( 大体育室 )
パラリンピアンによるエキシビション・体験会 ( 大体育室 )

写真 ： NO EXCUSE

11:00〜12:30 ゴールボール
13:30〜15:00 シッティングバレーボール
13:30〜15:30 スポーツ用車椅子の体験
15:30〜16:45 車椅子バスケットボール
体験会にご参加の方は上履きをお持ち下さい。

パネルディスカッション (６階会議室 )
12:30〜13:30

パラリンピアン、 障がい者アスリートが多数出演

有明スポーツセンター 江東区有明 2-3-5

11:00〜17:00

有明一丁目バス停

写真提供 ( 公財 ) 日本障がい者スポーツ協会

ゆりかもめ

有明
コロシアム

国際展示場駅

国際展示場正門駅

有明駅

ボランティアご希望の方は、公式ホー
ムページをご覧になるか、下記の電話
番号までご連絡下さい。

りんかい線

首都高速

パナソニック

１８歳以上ならばどなたでも

有明テニスの森

清掃工場
武蔵野大学

ボランティア募集中

有明スポーツ
センター

お台場海浜公園駅

水路

主催・運営 : 武蔵野大学スポーツマネジメントゼミ
共催 : 公益財団法人 江東区健康スポーツ公社
後援 : 江東区、江東区教育委員会、江東区体育協会、
江東区スポーツ推進委員会
協力 : 公益社団法人 東京都障害者スポーツ協会
一般社団法人 日本ゴールボール協会
一般社団法人 日本パラバレーボール協会
NO EXCUSE( 車椅子バスケットボールチーム )
協賛 : NEC

有明テニスの森駅

パラリンピック写真展 (７階廊下 )

東京ビッグサイト

会場アクセス
公式ホームページ
イベントの詳しい内容、ボラ 東京臨海新交通臨海線 ( ゆりかもめ ) 都営バス
「有明駅」下車 徒歩 15 分
海 01 門前仲町ー東京テレポート駅前
ンティア参加等の詳しいこと
「お台場海浜公園駅」下車 徒歩 10 分 東 16 東京駅八重洲口ー東京ビッグサイト
はイベント公式ホームページ 「有明テニスの森駅」下車 徒歩 15 分 都 05 東京駅丸の内南口ー東京ビッグサイト
をご覧下さい。
東京臨海高速鉄道りんかい線
「有明一丁目バス停」下車 徒歩 3 分

http://koto-parasports.com 「国際展示場駅」下車 徒歩 15 分

お問い合わせ 電話：03-3528-0191（有明スポーツセンター） e-mail：kotoparasports@gmail.com

体験しよう！障がい者スポーツチャレンジ 2015 in KOTO
12 月 26 日 ( 土） 10 時 45 分〜17 時 有明スポーツセンター

競技のエキシビション＆体験会。トップレベルのアス
リートから指導を受けることができます。
写真 ： ( 一社 ) 日本ゴールボール協会

ゴールボール

11：00〜12：30

視覚障がいのある方の競技で、向かい合った相手のゴールをボー
ルで狙って得点を競います。守備側はボールに入った鈴の音を頼
りにゴールを守ります。日本の女子代表はロンドンパラリンピッ
クで金メダルを獲得しています。

協力：( 一社 ) 日本ゴールボール協会

シッティングバレーボール

13：30〜15：00

写真 ： ( 一社 ) 日本パラバレーボール協会

主に足に障がいがある方の競技で、お尻を床に付けた状態でプレー
するバレーボールです。コートが一回り小さく、ネットが低いこと
以外、選手の数が６対６であることなど、一般のバレーボールとほ
とんどルールは変わりません。

協力：( 一社 ) 日本パラバレーボール協会

車椅子バスケットボール

写真 ： NO EXCUSE

15：30〜16：45

障がい者スポーツの華とうたわれる競技で、世界的にも人気があっ
て、国によってはプロ選手もいます。使用するコートやゴール、選
手の数が 5 対 5 であることは一般と同じ。コート上の選手を障がい
の程度によってポイント化して、障がいの重い選手もプレーが可能
になるように工夫されています。

協力：NO EXCUSE

パネルディスカッション
12：30〜13：30

写真 ： NO EXCUSE

パラリンピアン、日本のトップレベルの障がい者アスリートが多数出演。ご自
身の競技の魅力を存分に語って頂きます。
出演予定：ゴールボール、シッティングバレーボール、車椅子バスケットボール、
パラカヌーの選手
写真は出演予定の車椅子バスケットボール日本代表、 香西宏昭選手 (NO EXCUSE)

パラリンピック写真展
11：00〜17：00

スポーツ用車椅子の体験
13：30〜15：30

写真：( 公財 ) 日本障がい者スポーツ協会

協力：( 公社 ) 東京都障害者スポーツ協会

日本障がい者スポーツ協会が所蔵のパラリン
ピックの写真パネルを展示。最新のロンドンパ
ラリンピック、ソチ冬季パラリンピックを中心
に４０点以上が展示されます。

ボランティア募集中

選手が乗れば軽快に思い通りに動くスポーツ
タイプの車椅子の体験が出来ます。子供用の
車椅子の用意もありますので、どなたでもご
参加下さい。障がいのある方も歓迎です。

１８歳以上の方であればどなたでも参加できます。 ご希望の方は上記の体験会で
体験もできます。 ボランティアご希望の方は、 公式ホームページをご覧になるか、
下記の電話番号、 メールアドレスまでご連絡下さい。 申込期限 ： １２月２０日

お問い合わせ 電話：03-3528-0191( 有明スポーツセンター） e-mail：kotoparasports@gmail.com

koto-parasports.com

協賛

