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【今月のピックアップ！】 

① 「いちご一会とちぎ大会」の開催！ 

 

② ユニバーサルツーリズム（水陸両用車いすを使った自然体験） 

 

【手話カフェ】 

③ 全国障害者スポーツ大会と聴覚障害者 

 

【イベント・募集】 

④ 防災学習会（ZOOM）の開催 

 

⑤ 身体障害のある人の職業訓練（令和５年４月入校生）の募集 

 

⑥ あかしに集まれ！みんな本気フェスタの開催 

 

⑦ 2022 園芸療法×自助具展の開催 

 

⑧ 第４回ぽっかぽか共生マラソン大会 エントリー受付中 

 

⑨ 第３回浜坂卓球バレー2022 交流フェスタエントリー受付中 

 

⑩ パラスポーツ王国 “夢プロジェクト２０２２” 

 

⑪ パラスポーツ絵画展２０２２作品募集中 

 

【お知らせ】 

⑫ 「兵庫県障害者アートギャラリー」１０月の催し 

 



□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

① 「いちご一会とちぎ大会」の開催！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

栃木県で、１０月２９日(土）から１０月３１日(月）に第２２回全国障

害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」が、開催されます。 

この大会は、障害のある選手が競技等を通じ、スポーツの楽しさ

を体験するとともに、多くの人々が障害に対する理解を深め、障

害のある人の社会参加を推進することを目的として開催される

国内最大の障害者スポーツの祭典です。 全国から都道府県・指定

都市選手団約 5,640 人が参加します。この大会は県や市だけで

なく多くの協賛企業等からも応援いただいて開催されています。 

 

兵庫県からは陸上競技など８種目、６９名が出場します。挑む、競

う、楽しむ、そして応援する！パラスポーツ機運を高めていきたい

ところです。兵庫県勢の活躍が楽しみですね。４年ぶりの開催、ぜ

ひとも熱い声援をお願いいたします。 

 

■いちご一会とちぎ大会

https://www.tochigikokutai2022.jp/taikai/ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

② ユニバーサルツーリズム（水陸両用車いすを使った自然体験） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

兵庫県では、年齢や障害の有無等に関わらず、様々な方が気兼ね

なく旅行できるユニバーサルツーリズムを推進しています。 

旅行先でのアウトドアの自然体験も、旅行の醍醐味の一つです。

ところがバリアフリー環境の整っていない山や海では、車いすで

自然体験はできないのでしょうか？そんなことはありません。「人

の手」と「専門機材」、「アイデア」を活用すれば、車いすでも自然体

験を楽しむことができます。 

https://www.tochigikokutai2022.jp/taikai/


例えば「水陸両用の車いす」。足を伸ばしたまま乗ることができ、

太陽の下で砂浜を駆け巡り、そのまま海に入って海水浴を楽しむ

ことができます。また、階段や障害物も乗り越えやすい構造を生

かして、山登りも楽しめます。このように「水陸両用の車いす」を活

用すれば、家族や友人と一緒に旅行先での自然体験を満喫するこ

とができるのです。 

県では高齢者や障害者など宿泊や移動に困難を伴う方等が、自

然体験をはじめとする旅行を楽しむことができるよう、引き続き

ユニバーサルツーリズムの推進に取り組んでいきます。 

 

■県の取組に関する問い合わせ先 

兵庫県産業労働部観光局観光振興課 

TEL 078-362-3375  FAX 078-362-4275 

Mail  kankoushinkou@pref.hyogo.lg.jp 

 

■「水陸両用車いす」を使った自然体験に関するお問い合わせ先 

一般社団法人 INCREW 

TEL FAX 0796-20-5774 

Mail increw.shino@gmail.com 

URL https://beincrew.com/ 

 

NPO 法人 ぷろじぇくと Plus 

TEL 0796-37-8458 FAX 0796-37-8459 

Mail info@p-plus.or.jp 

URL https://www.p-plus.or.jp/ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

③ 【手話カフェ】 全国障害者スポーツ大会と聴覚障害者 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

10/1（土）～10/11（火）まで第７７回国民体育大会、いちご一

会とちぎ国体が開催されました。コロナや台風で２年間は中止と

なり、３年ぶりの開催です。この日をめざして、コロナで練習しに

くい中、精神的にも身体的にも頑張ってきた選手たちが集います。 

mailto:kankoushinkou@pref.hyogo.lg.jp
mailto:increw.shino@gmail.com
https://beincrew.com/
mailto:info@p-plus.or.jp
https://www.p-plus.or.jp/


 

そして、国体のあとには１０月２９日から３１日に第２２回全国障

害者スポーツ大会 いちご一会とちぎ大会が開かれます。兵庫県

からは６９名の選手が、個人競技では陸上競技、水泳、卓球(サウ

ンドテーブルテニス含)、フライングディスク、ボウリング、ボッチャ、

アーチェリー、団体競技では車いすバスケットボールへの参加を

予定しています。 

令和３年８月号に書きましたが、聴覚障害者は、音や声による

合図や指示では、耳の聞こえる人と対等に競技ができないため、

身体障害であってもほかの身体障害者と一緒に競技に参加でき

ない面があります。しかし、全国障害者スポーツ大会には多数の

聴覚障害選手が参加しています。それは、この大会では障害に応

じた合理的配慮ができるかぎりされているからなのです。 

 

具体的には、式典を始め、競技会場、救護所などに情報保障者

が配置されます。また、家族や友人の応援に来る聴覚障害の方の

ために客席にもコミュニケーションボランティアが待機します。 

情報保障は一方的に伝えるだけのものではありません。聴覚障

害の方が大会中の宿泊、移動中も周りの選手たちや大会関係者と

自由に話し、交流を深められるように選手団には参加県の情報保

障者が同行します。 

また、競技中もスタートの方法、合図の伝達方法など、障害に応

じた工夫がされています。配慮をすることで、どの人も参加でき

るようになります。 

今年は栃木県で全国から集まる選手の皆様が持てる力を出し

て、いい記録に挑戦されることを願っています。なお、開会式典を

除いて、競技は申し込めば自由に観覧することができます。選手

の様子、それぞれに配慮された大会の様子を見ることができます。

秋の週末、障害者スポーツ大会の応援をしませんか。とちぎ大会

のホームページをご覧くださいね。 

 

■いちご一会とちぎ大会

https://www.tochigikokutai2022.jp/taikai/ 

 

兵庫県設置手話通訳者 

 

https://www.tochigikokutai2022.jp/taikai/


■「手話カフェ総集編」もぜひどうぞ！ 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf10/universal/shuwa

cafe1.html 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

④ 防災学習会「聴覚障害者と災害情報」の開催 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

兵庫県立聴覚障害者情報センターでは、台風や水害、そして、いつ

起こってもおかしくない南海トラフ巨大地震に備え、今、できるこ

とは何かを考える防災学習会を開催します。 

 

学習会の中で、２０２２年５月１９日、衆議院で可決、成立した「障害

者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進

に関する法律」（通称：障害者情報アクセシビリティ・コミュニケー

ション施策推進法）の理念を聴覚障害者の防災対策にどう生かし

ていけるのか、災害時の情報提供・取得のあり方について、行政

関係者、聴覚障害者がともに考えます。 

 

◇日時 2022 年 11 月 18 日（金）午後１時半から４時半 

◇形式 オンライン形式（Zoom） 

◇参加費 無料 

◇定員 5０名程度 

◇申込み期限 １１月１１日（金） 

※お申込みをいただいた後、参加 ID をお送りさせて頂きます。 

 

■お申し込み先 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXF

Yiy6-

xxGT4ng7cpcswiR6phaKsQcyJZ5M2LppFalSl7EA/v

iewform 

 

■お問い合わせ先 

兵庫県立聴覚障害者情報センター 

TEL 078-805-4175 FAX 078-805-4192 

URL https://hyogocenter.jp/ 

 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf10/universal/shuwacafe1.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf10/universal/shuwacafe1.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXFYiy6-xxGT4ng7cpcswiR6phaKsQcyJZ5M2LppFalSl7EA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXFYiy6-xxGT4ng7cpcswiR6phaKsQcyJZ5M2LppFalSl7EA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXFYiy6-xxGT4ng7cpcswiR6phaKsQcyJZ5M2LppFalSl7EA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXFYiy6-xxGT4ng7cpcswiR6phaKsQcyJZ5M2LppFalSl7EA/viewform
https://hyogocenter.jp/
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⑤ 身体等障害がある人の職業訓練（令和５年４月入校生）の募集 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

県立障害者高等技術専門学院では、身体等に障害のある人が、も

のづくりや事務、IT 分野などの知識・技術を身につけ、職業的に

自立することをめざした訓練を行っています。 

訓練科はものづくり科、ビジネス事務科、情報サービス科の３科で、

日商 PC 検定のほか、それぞれ CAD 利用技術者試験、日商簿記

検定、IT パスポート試験などの資格取得を目標としています。 

令和５年度生の募集についてご案内します。 

◇募集内容 令和５年度 身体等障害者向け訓練 

◇募集定員 ものづくり科 １０名 ビジネス事務科 １０名 

情報サービス科 １０名 

◇訓練期間 １年間（令和５年４月１２日～令和６年３月８日） 

◇募集期間 １０月３日（月）～１１月４日（金） 

◇応募方法 現住所を管轄する公共職業安定所で応募についてご

相談いただき、必要書類をお受け取りの上、募集期間中に応募書

類を公共職業安定所にご提出ください。 （※個別の見学を随時

実施しています。お気軽にお問い合わせください。〔要予約〕） 

◇その他 授業料無料（諸経費は自己負担）※各種援護制度あり 

 

■指導員からのメッセージ 

当学院では、様々な障害のある方を対象に、就労に向けて必要な

知識・技術・コミケ－ション能力等の習得や各種の資格取得を目

標として、丁寧に寄り添った指導を行っております。今までと違う

新しい自分発見に向けて一緒にチャレンジしてみませんか。 

 

■お問い合わせ先（詳細は下記ホームページもご覧ください） 

県立障害者高等技術専門学院 

TEL.078-927-3230 FAX.078-928-5512 

（月～金 ９時～１７時まで） 

http://www.sgi.ac.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

⑥ あかしに集まれ！みんな本気フェスタの開催 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

http://www.sgi.ac.jp/


みんな本気フェスタは参加するすべての人に「障害」に対して正し

く理解し、思い込みや無意識の偏見をなくすこと！ また参加する

すべての人がイベントを通じて障害者、外国人、子ども等を含め

た多様な人々の存在を感じ、誰もが自分とは違うことを知り、社

会における様々な障壁を皆で協力し合い取り除く行動を起こすこ

とができる明石市発信のユニバーサルイベントです♪ 

手話体験やラジオ体験などの参加型ブースに、ステージでは、自

閉症のピアニストによる演奏、全盲の落語家による落語や障害者

クラウンパフォーマンスなど盛りだくさん。 

皆さんにユニバーサルな一日をお届けします。もちろん市外の方

も大歓迎です、多くの方の参加をお待ちしています。 

 

・日時 2022 年 10 月 23 日（日）１０：００～１５：００ 

・会場 アスピア明石北館９階 子午線ホール（ステージ）・ 

アトリウムコート（ブース） 

・参加費 無料 

・定員 300 名 

 

■お問い合わせ 

みんな本気フェスタ事務局（時のわらし） 

ＴＥＬ 078-918-8500 FAX ０７８－９１１－０５７９ 

Mail warashi@sb3.so-net.ne.jp 

  

■詳細はこちら   

https://akashi-ud.info/index.html 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

⑦ 2022 園芸療法×自助具展の開催 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 西播磨総合リハビリテーションセンターでは、 園芸療法について

のパネル展示や園芸用の自助具、ユニバーサルデザイン用品など

を展示します。だれにでもわかりやすいものですので、是非、見て

触って体験してみてください。 

mailto:warashi@sb3.so-net.ne.jp
https://akashi-ud.info/index.html


 

・日時 令和４年１０月３日（月）～令和４年１０月３１日（月） 

     （土日祝を除く）9：00～17：00 

・会場 西播磨総合リハビリテーションセンター 研修交流センター 

・参加費 無料 

 

■お問い合わせ 

西播磨総合リハビリテーションセンター 

総務部地域支援・研修交流課 

TEL0791-58-1050 FAX0791-58-1070  

Mail hrn_complaza@hwc.or.jp 

 

■詳細はこちら  （チラシがダウンロードできます） 

https://www.hwc.or.jp/nishiharima/download/?doc

_id=DOC-1286 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

⑧ 第４回 ぽっかぽか共生マラソン大会 エントリー受付中 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

マラソンを通じて、年齢・障害・文化などの違いに関わりなく、だ

れもが支え合うことで、主体的に参加できる社会づくりの促進を

目的に開催します。往復を１周としますので「景色は同じでも人が

変わる」何度もすれ違い励まし合いながら楽しんで走ってくださ

い！車いすの方もエントリー出来ます。 

 

◇開催日  2022 年１１月２０日(日) 10：40 スタート 

◇場所    宝塚市末広中央公園横 武庫川河川敷 

◇参加資格 大会当日３歳以上の方  

小学２年生以下は保護者同伴（申込必用） 

◇部門・定員・参加料 

 ・[1.5 キロ 3 キロ]  合計２４０名   

参加料：中学生以上 1,000 円・小学生以下 500 円 

mailto:hrn_complaza@hwc.or.jp
https://www.hwc.or.jp/nishiharima/download/?doc_id=DOC-1286
https://www.hwc.or.jp/nishiharima/download/?doc_id=DOC-1286


・[1 時間走] 中学生以上 20 名  参加料：1,200 円 

・[２時間走] 中学生以上 20 名  参加料：1,500 円 

・[３時間走] 中学生以上 20 名  参加料：1,800 円 

・[１５キロリレー 1 往復を 2～5 名で参加]  20 チーム   

・[３０キロリレー 1 往復を 3～10 名で参加] 20 チーム 

※リレー参加費：小学３年生以上 1,000 円×人数 

◇参加賞あり  

◇申込期限   令和４年１１月 5 日（土） 

 

■お申込みはこちら 

https://entry.mspo.jp/entry/common/event.php?e

vcode=PX22 

 

■問い合わせ・詳細 

認定 NPO 法人ぽっかぽかランナーズ 

TEL 0797-86-5001 FAX 0797-85-8847 

Mail entry@pokarun.com 

ＵＲＬ https://marathon.pokarun.com/ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

⑨ 第３回浜坂卓球バレー2022 交流フェスタエントリー受付中 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

障害者スポーツのすそ野の拡大を図るため、障害の有無に関係な

く、誰もが障害者スポーツを楽しむことができる卓球バレー交流

フェスタ開催します。県下、隣接県の参加者を募集し、地域を越え

パラスポーツの魅力に迫ります。１チーム６名以上、又は個人で参

加できますのでエントリーお待ちしています。 

 

◇開催日   2022 年 11 月 12 日(土) 12：30～16：00 

◇場所     浜坂温泉保養荘（トレーニング室） 

兵庫県新温泉町浜坂 775   

TEL／ＦＡＸ 0796-82-3645 

https://entry.mspo.jp/entry/common/event.php?evcode=PX22
https://entry.mspo.jp/entry/common/event.php?evcode=PX22
mailto:entry@pokarun.com
https://marathon.pokarun.com/


◇参加資格 個人参加/チーム参加可  

◇参加料   １，０００円/チーム ＊個人参加は２００円 

◇締切り   令和４年１１月 5 日（土） 

 

■ お申込み・お問合せ 

新温泉町教育委員会生涯教育課 塩川さん  

TEL 0796-82-5629 FAX 0796-82-5159 

浜坂温泉保養荘  

TEL 0796-82-3647 ＦＡＸ 0796-82-3645 

■申込書詳細はこちら 

http://hyogo-ssnet.com 

 

■宿泊の場合は、浜坂温泉保養荘に直接予約をお願いします。 

TEL ０７９６-８２-３６４５ FAX 0796-82-3645 

※満室の場合はご容赦ください。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

⑩ パラスポーツ王国 “夢プロジェクト２０２２” 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

兵庫県と神戸市が協働し、２０２２年１１月３日（木・祝）にパラスポ

ーツ王国 “夢プロジェクト２０２２” をしあわせの村で開催します。 

 

パラスポーツって、どんな種目があるの？どうやってやるの？実

は種目もたくさんあってとても楽しいものなのです。今回ゴール

ボールやタンデムサイクリングなど１８の競技の体験ができます。 

また、神戸２０２４世界パラ陸上ブースが出展されます。日本トッ

プアスリートのパフォーマンスを見て、体験して、パラスポーツの

魅力に触れてみませんか。ぜひ、パラリンピック競技をはじめたく

さんのパラスポーツ体験へのご参加お待ちしています。 

 

◇開催日 ２０２２年１１月３日(木・祝)10:00～１６：００ 

◇場所   しあわせの村（神戸市北区しあわせの村 1 番 1 号） 

◇参加料 無料 

http://hyogo-ssnet.com/


◇予約  レーサー（競技用車いす）体験及び義足体験のみ申込要 

◇その他 体験した種目の缶バッジをプレゼント（先着２００名） 

 

■お問合せ（どちらにお問い合わせ頂いても構いません） 

神戸市社会福祉協議会障害者スポーツ振興センター 

TEL 078-271-5330 FAX 078-271-5367 

兵庫県障害者スポーツ協会 

TEL 078-362-3237 FAX 078-362-9040 

こうべ福祉市民振興協会 

TEL 078-743-8193 FAX 078-743-8180 

 

■レーサー（競技用車いす）体験会と義足体験会はこちらのフォー

ムよりお申し込みください（定員に達し次第、受付終了） 

https://forms.gle/ZrFviM5L68ehVY4w6 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

⑪ パラスポーツ絵画展２０２２作品募集中

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

障害のある人への県民の理解を促進するため、「パラスポーツ絵

画」を募集中です。 たくさんのご応募、お待ちしています。  

 

◇部門 幼児小学生の部／中学生の部／高校生の部／一般の部 

◇表彰 （公財）兵庫県障害者スポーツ協会長賞、神戸市長賞、 

  神戸新聞社賞、（公財）木口福祉財団理事長賞 

◇作品 サイズ（最大 A1：５９４㎜×８４１㎜）、描き方自由、個人で

も共同制作でも可 

◇募集期間 募集中～令和５年１月１５日（日） 

◇応募方法 作品の裏に、住所、電話番号、氏名（フリガナ）、年齢

（学年）、所属、作品タイトルを記入。 

◇審査結果 令和５年２月１０日  

HP で公開 http://hyogo-ssnet.com 

 

https://forms.gle/ZrFviM5L68ehVY4w6
http://hyogo-ssnet.com/


◇表彰式 令和５年３月上旬 

 ※新型コロナウイルス感染症の感染状況で郵送となる場合あり 

◇応募先 

〒６５１-２１８１神戸市西区曙町１０７０ 障害者スポーツ交流館 

TEL 078-９２７-２７２７ FAX 078-927-8022 

Mail kouryukan@hwc.or.jp 

 

■お問合せ 

（公財）兵庫県障害者スポーツ協会 

（兵庫県ユニバーサル推進課内） 

TEL 078-362-３２８０ FAX 078-362-9040 

Mail universal@pref.hyogo.lg.jp 

■詳細 

http://Hyogo-ssnet.com  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

⑫ 「兵庫県障害者アートギャラリー」10 月の催し 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

神戸市灘区の県立美術館王子分館「原田の森ギャラリー」内に

ある「兵庫県障害者アートギャラリー」では、1０月 1 日（土）から１

２月 27 日（火）まで「太陽の郷 陽ノヒカリ展～にじいろせかい～」

を開催しています。 

制作に 1 年以上を費やした巨大なちぎり絵「サグラダファミリア」

など、作り手の集中力を感じさせる素晴らしい作品が展示されて

います。 

描かれた「街」の始まりはどこだろう、なんでこの素材を選んだ

のだろうと想像を膨らませていると、時間があっという間に過ぎ

てしまいます。細部まで作りこまれた迫力ある華やかな作品をど

うぞご鑑賞ください。 

 

■「太陽の郷 陽ノヒカリ展～にじいろせかい～」  

と  き １０月１日（土）～12 月 27 日（火） 10 時～18 時まで 

ところ 兵庫県立美術館王子分館 原田の森ギャラリー本館１階 

mailto:kouryukan@hwc.or.jp
mailto:universal@pref.hyogo.lg.jp
http://hyogo-ssnet.com/


（神戸市灘区原田通 3-8-30） 

 

https://hyogo-arts.or.jp/harada/exhibition/#2438 

 

■お問合せ 

ひょうご障害者芸術文化活動支援センター 

（兵庫県ユニバーサル推進課内） 

TEL 078-362-４０９０ FAX 078-362-9040 

Mail universal@pref.hyogo.lg.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【編集・発行】 

イベント情報や、メルマガの配信希望・中止等のご連絡は以下まで 

 

兵庫県福祉部ユニバーサル推進課 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通 5 丁目 10 番 1 号 

TEL：078(362)4379 FAX：078(362)9040 

Mail universal@pref.hyogo.lg.jp 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

https://hyogo-arts.or.jp/harada/exhibition/#2438
mailto:universal@pref.hyogo.lg.jp
mailto:universal@pref.hyogo.lg.jp

