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HUG 展2021
＋

（第5回こうべ障がい者芸術フェスタ）

HUG+ 展 2021( 第 5 回こうべ障がい者芸術フェスタ ) ～作品募集～
『HUG+（ハグ・プラス）展 2021（第 5 回こうべ障がい者芸術フェスタ）
』の開催にあたり、神戸市内で芸術創
作活動に取り組む障がい者の方を対象に、絵画・書・写真・陶芸・織物などの作品を募集します。応募いただいた
すべての作品を原田の森ギャラリーで展示します。
また、審査のうえ優秀な作品には賞を贈ります。みなさんの応募をお待ちしております！
応募期間（書類受付）
：令和 3 年 11 月 1 日（月）～ 11 月 30 日（火）必着
展示会場：原田の森ギャラリー 本館 2 階大展示室
展示期間：令和 4 年 1 月 29 日（土）～ 2 月 5 日（土）最終日のみ 14 時まで
※ 1 月 31 日（月）は休館日
出 展 料：無 料
賞 ：応募作品の中から審査のうえ、次の賞を贈ります。
「最優秀賞」
「優秀賞」
「審査員賞」
「入選」
「奨励賞」
応募方法：①【WEB】ホームページからアクセスの上、お申し込みフォームに必要事項を入力し応募。
（推奨）
※ 11 月 1 日に掲載
②【郵送・持参】応募用紙に必要事項を記入し作品写真を貼付し、郵送または持参。
※ FAX での応募は不可とします。
（応募用紙はホームページからダウンロード可能です。
）
そ の 他：本作品展で取得した個人情報は、本作品展に限り使用します。
応募書類の返却は致しません、あらかじめご了承ください。

◆お問合せ・応募先◆

社会福祉法人神戸市社会福祉協議会 障害者スポーツ振興センター内
こうべ障がい者芸術フェスタ実行委員会事務局
〒 651-0086 神戸市中央区磯上通 3 丁目 1 番 32 号
こうべ市民福祉交流センター 4 階
TEL：078-271-5330 FAX：078-271-5367
E-mail：hug@kobesad.jp

昨年度の展示会
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障害者スポーツ振興センター HP
http://www.kobesad.jp/

パラスポーツ王国
HYOGO&KOBE

日 程

“夢プロジェクト2021”

場 所

令和3年

11月 3 日（水・祝）
10：00～16：00

しあわせの村

（神戸市北区しあわせの村1-1）

『障害者スポーツを学び、体験しよう‼』をテーマに、パラスポーツ王国 HYOGO&KOBE “ 夢プロジェク
ト 2021” が開催されました。夏にはパラリンピックが開催されたこともあり、パラリンピック競技や障害者ス
ポーツに関心を持ち、ぜひ、チャレンジしてみたいと、子どもから大人まで障害の有無に関わらず、述べ約 3,800
人の方が参加されました。今年は 17 競技の団体の方々にご協力いただき、ルールや競技の楽しさを教えてもら
いました。参加者の方には体験した競技の缶バッジをプレゼントしました。参加者の皆さんにもご協力いただき、
手指消毒や検温など新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底し開催いたしました。

シッティングバレーボール

ゴールボール

車いすテニス

アーチェリー

陸上

タンデムサイクリング

射撃

ボッチャ

ブラインドサッカー

車いすバスケットボール

ふうせんバレーボール

フライングディスク

アンプティサッカー

ローンボウルズ

ブラインドラグビー

CP サッカー

卓球バレー

兵庫県視覚障害者福祉協会

パラローイング

缶バッジ
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こうべ障害者音楽フェア2021

15
日 時

2021 年 12 月 18 日（土）開演 14：00（開場 13：30）～

会 場

神戸新聞松方ホール（神戸市中央区東川崎町 1-5-7 神戸情報文化ビル 4 階）

今年で 15 回目を迎える障がい者の音楽の祭典「こうべ障害者音楽フェア 2021JOYFUL CONCERT」を開
催いたします。昨年は、
コロナ禍の影響により中止となったジョイフルコンサートですが、
今年は客席を 50％
（約
300 席）に制限して開催いたします。障がいのある人の音楽活動の発表の場として、また障がいのない人も音
楽を通じて感動を分かち合う交流の場として、毎年、神戸新聞松方ホールで開催しています。師走に入り気ぜ
わしい時期ですが、素敵な音楽をゆっくりと楽しみませんか。多くの方のご来場をお待ちしております。

入場料：小学生以上 1,000 円（全席自由席）※当日券はありません
≪車いす席、情報保障席（手話通訳・要約筆記・磁気ループ）≫

チケット販売所
・神戸国際会館プレイガイド TEL：078-230-3300
・e+（イープラス）お近くのコンビニにある発券機などでもお求めいただけます。
問い合わせ先：こうべ障害者音楽フェア実行委員会事務局
（神戸市社会福祉協議会障害者スポーツ振興センター内）
TEL：078-271-5330 FAX：078-271-5367
松永

e+（イープラス）
サイトへ

貴志（TAKASHI MATSUNAGA）− ピアニスト / 作曲家

17 歳でアルバム「TAKASHI」(EMI) でメジャー・デビュー。ベストセラーとなる。ハービー・ハンコックとの共
演をきっかけに世界のミュージシャンから喝采を集める。
全米ヨーロッパ、アジア各国で「STORM ZONE」発表。NY ブルーノート・レーベル 80 年の歴史上、ジャズの
帝王マイルス・デイビスの記録を塗り替え最年少リーダー録音記録を樹立。第 14 回「出光音楽賞」受賞。
テレビ朝日「報道ステーション」フジテレビ「スーパーニュース」
「日曜報道 THE PRIME」など数々の TV 番組オー
プニング曲や CM 曲を手掛ける。2013 年、パリのルーヴル美術館で開催されたヨーロッパ最大のアート式典で
ある SNBA 授賞式典に招待され演奏。2015 年、
ポーランド Manggha Muzeum 設立 20 周年式典に招待されポー
ランド大統領の前で演奏。また、博物館のテーマ曲を作曲。2017 年、世界 10 カ国ツアーを開催。抜群のリズ
ム感と圧倒的なピアニズムは世界中から高い評価を得ている。2020 年、パラ卓球のアンバサダーに就任。
オフィシャルサイト https://takashimatsunaga.com/

多田

駿介（SHUNSUKE TADA）

マリンバ奏者

1996 年生まれ、ダウン症という知的障が
いがあり、楽譜が読めないので、1 小節ず
つ覚えている。１曲の完成には 1 年ほどか
かるが、一度覚えてもすぐに忘れてしまう
ため、どの曲も常に練習が必要である。
10 歳からマリンバを始め、18 歳のときに
ファーストソロコンサートを開催。以後、
様々
なイベントや町の行事、高齢者施設、幼稚園、小中学校など
で演奏を披露する。
現在は音楽活動に加えて、高齢者施設で介護職サポートとし
て働き、朝は小学生の通学路見守りと挨拶運動のボランティ
ア活動にも励んでいる。音楽と仕事とボランティア、自分が頑
張れることで人に喜んでもらえることがとても嬉しい。
一生懸命練習し、諦めない心を音に乗せて、皆さんにお届け
したい。
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三橋

奏太（SOTA MITSUHASHI）

ピアニスト

2011 年生まれで、神戸市立盲
学校小学部の 4 年生。先天性の
病気による合併症のため、生ま
れつき全盲。3 歳の頃からおも
ちゃのキーボードに興味を持ち、
日常生活で聞こえる音を音階で
表現するようになる。4 歳でピア
ノ教室に通い始める。学校では点字で読み書きを
行い、学習に励んでいる。障がいの有無に関わらず、
音楽は心を豊かにしてくれるのが楽しい。
ピアノを弾き終えた時に、皆さんからいただく拍手
の音や雰囲気を全身で受け止め、その達成感を
味わうのが心地良くて日々頑張っている。2019
年、健常者に混じりジュニアピアノコンサート奨励
賞受賞。

松田

啓子（KEIKO MATSUDA）

ピアニスト

1951 年、大阪生ま
れで神戸在住 40 年。
2 歳の時にポリオに
罹患し、左足に後遺
症が残る。大阪音楽
大学短期大学部ピア
ノ科卒業。卒業後は、
横田新子氏の下で研鑽を積む。現在は、
ピアノ講師として音楽の楽しさを子ども
たちに伝えながら、地域の催しなどで
演奏活動を行っている。また、ライフ
ワークとして視覚障がい者に向けた楽
譜の点訳ボランティアや演奏会の企画
運営も行っている。日本ピアノ教育連
盟会員。

第37回初級障がい者スポーツ指導員養成講習会
令和 3 年 7 月～ 8 月に全 5 回のカリキュラムを組み、
「第 37 回初級障がい者スポーツ指導員養成講習会」を行
いました。講義では障がい者をとりまく施策や現状を学び、車いすバスケットボールやボッチャ等の実技では、障
がいの有無に関わらず誰もが一緒にスポーツに参加する楽しさを学んでいただくことができました。講義・実技を
通して学んだ事を実践の場で活かされることを願っております。

次回は
令和4年2月に
開催予定です。
12月申込
開始予定

※新型コロナウイルス感染症予防対策を行い実施いたしました。

講

義

車いすバスケットボール

ボッチャ

パラスポーツ競技紹介 ～頑張れ、日本選手団！！～
8 月 2 日（月）～ 31 日（火）さんちかアドウインドー （神戸市役所 2 号館地下出口付近）にて、パラスポーツ
競技の「ボッチャ」「5 人制サッカー」「ゴールボール」の 3 競技を紹介しました。競技用具や試合の様子、ルー
ル説明をパネルにて展示。一人でも多くの方にパラスポーツを周知し、日本選手団へ熱い声援が届く事を願いま
した。
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障害者スポーツ教室紹介 ～体操教室（脳血管障害者）編～
こんにちは！！ スポーツ指導員の檀上です。
今回は当センターで開講しています「脳血管障害者体操教室」をご紹介させていただきます！
脳血管体操教室とは。どんなことをするの？？
音楽体操やスポーツに使用する道具を使用して身体をダイナミックに動かし、残存機能の向上維持を図る
ことを目的として行っています。【動く】をテーマに参加者の皆様は楽しく和気あいあいと参加しています。
教室時間は 90 分ですが楽しく、あっという間に終わります。

③バドミントンシャトル当て

ラケットを使用し、シャトルを
打ち返す運動です。心拍数を
上げて持久力の向上、立位バ
ランス、動体視力の強化にも
つながります。

①階段昇降

下半身の強化を目指します。
手すりもあるので安心安全
です！

②ボール投げ

2 人でボールパスを
行います。腕の筋肉
をまんべんなく使い
強化します。
目指せ 100 回！

いかがでしたでしょうか？ 今回ご紹介した教室以外にも、様々なスポーツ教室を開講しています。
当センターの HP をご確認の上、皆様ぜひ、ご参加ください。

HUG+展（こうべ障がい者芸術フェスタ）～最優秀賞～受賞作品展示
11月1日（月）～30日（火）さんちかアドウインドー（神戸市役所2号館地下出口付近）にて、HUG+展2021
（第5回こうべ障がい者芸術フェスタ）作品募集に伴い、今までの～最優秀賞～受賞作品を展示しました。
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一緒にやってみよう！Let's トライ！ ～ボッチャ編～
ボッチャとは？
ジャックボール（目標球）と呼ばれる白いボールに、赤・青それぞれ 6 球ずつのボールをいかに
近づけるかを競うスポーツです。重度障害の方のために考案されたヨーロッパ生まれのスポーツで、
最近では障害の有無を問わず老若男女誰でも楽しめるスポーツとして注目されています。
この夏のパラリンピックでは、金メダルを含む 3 個のメダル獲得で日本勢も大活躍でした！
！

使用する用具を紹介！
！
・白球（ジャックボール）・赤玉・青玉
①パドル・・・
審判が持っていて投げるボールを指示したりしているよ！
！
②メジャー ③キャリパー・ ・ ・
ジャックボールと色玉との距離を測る用具
①

②

お家にあるもので作ってみよう！
！ 「新聞紙を使ってやってみたよ」

③

みなさんも作って
やってみてください♪

準備する物
①新聞紙（チラシ）
②色付きテープ

作ったボールで実践
・白球→ガムテープ
・赤玉→赤色テープ
・青玉→緑色テープ

を
ペンで色 いいよ！
も
て
け
つ

次回は得点の数え方
を紹介します！
！

ボールを投げる順番を見てみよう！
①

②

③

● 先攻 ● 後攻

① ジャンケンで赤球 or 青球を選ぶ
② 赤を選んだ人が白球（ジャックボール）を投げる
③ 白球を投げた人が続けて赤ボールを投げる。
④ 次に青ボールが投げる
⑤ そのあとは白球から遠い球の人が相手のボールよりも近くなるま
で投げ続ける。
⑥ 最後に白球に一番近い球の人が勝利！
！

「ランプ」

ボールを投げる事
が出来ない選手
が使用します。
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大会中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、以下の大会については中止となりました。楽しみにお待ちいただいていた方には大
変申し訳ありません。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
● 中止
● 中止
		

10月23日（土）～25日
（月） 第21回全国障害者スポーツ大会「三重とこわか大会」
11月27日（土）～28日
（日） 皇后杯 第31回日本女子車いすバスケットボール選手権大会
第24回全国シニア選抜車いすバスケットボール大会

		

※代替え大会を開催します。2021神戸女子車いすバスケットボール大会

障害者スポーツ教室募集のお知らせ
開催月

場所

市民福祉
スポーツセンター
プール

1月

市民福祉
スポーツセンター
体育館

教室名

対象

開催日時

回数

受講料

身体障害児親
子水泳教室

身体障害児
（3歳～高校生）

令和4年1月7日（金曜日）～
毎週金曜日16：45～17：45

10

2,200円 未定

知的障害児親
子水泳教室

知的障害児
（5歳～小学3年生）

令和4年1月11日（火曜日）～
毎週火曜日16：30～17：30

10

2,200円 未定

知的障害児親
知的障害児
子水泳教室 （小学4年生～小学6年生）

令和4年1月8日（土曜日）～
毎週土曜日14：45～15：45

10

2,200円 未定

知的障害児親
子水泳教室

知的障害児
（中学生～20歳）

令和4年1月8日（土曜日）～
毎週土曜日15：45～16：45

10

2,200円 未定

知的障害児体
操教室

知的障害児
（5歳～小学6年生）

令和4年1月5日（水曜日）～
毎週水曜日16：00～17：00

10

2,200円 未定

バドミントン

障害区分なし
（16歳以上）

令和4年1月5日（水曜日）～
毎週水曜日18：00～20:00

10

2,200円 未定

リズム体操

障害区分なし
（16歳以上）

令和4年1月7日（金曜日）～
毎週金曜日18：00～19：30

10

2,200円 未定

脳血管障害者
体操教室

脳血管障害者
（16歳以上）

令和4年1月5日（水曜日）～
毎週水曜日 午前：10：00～11：30

10

未定

令和4年1月5日（水曜日）～
毎週水曜日 午後：13：15～14：45

10

2,200円

定員

未定

《申込期間：令和3年10月1日（金）～11月30日
（火）》

【受講料のお支払い方法】
受講料をコンビニ振込で徴収いたします。受講決定の方には、はがき形式の「払込票」をお送りいたします。払込票に記載されている「お支払い期限」
までに、コンビニの窓口でお支払いください。
教室時に直接現金をお持ちいただいても、お支払いいただけませんのでご注意ください。また期間中に諸事情で教室を中止、または欠席の場合
でも振替および参加料の返還は行いません。
その旨をご理解いただき、ご参加ください。
【新型コロナウイルス感染症の対策について】
定員、付添者の人数制限、また中止や延期など、内容変更を行う場合があります。必ずホームページを確認いただくか、お問い合わせの上ご応募
ください。

Web申込

63

書かないで
ください

32

あなたの氏名

なにも

返 信

あなたの住所

神戸市中央区磯上通
3 1ｰ ｰ

社会福祉法人神戸市社会福祉協議会

【返信：表】
郵便往復はがき

6 5 1 0086

63
往 信

〇〇教室の係

編集・発行
事務局

【返信：裏】

郵便往復はがき

障害者スポーツ振興センター

送り先
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【往信：表】
神戸市

申込方法

往復はがきに、次の事項を記入してお送りく
ださい。
「教室名（曜日・時間）」
「住所・氏名・
年齢（学年）
・電話番号」
「障害名と程度」

【往信：裏】
①教室名

（曜日・時間）

②住所
③氏名
④年齢（学年）
⑤電話番号
⑥障害名と程度

お申し込み方法は
こちら
※申込数が定員を超えた場合は、
抽選にて受講者を決定させてい
ただきます。
※開催については、都合により変更
または中止する場合があります。

障害者スポーツ振興センター

〒 651-0086 神戸市中央区磯上通 3-1-32 こうべ市民福祉交流センター 4 階
T E L 078-271-5330 FAX 078-271-5367
URL http://www.kobesad.jp/
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