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KOBE MUSIC FAIR  FOR PERSONS WITH DISABILITIES

こうべ障害者音楽フェア2021

JOYFUL CONCERT は、障がいのある人の音楽活動の発表の場として、またその有無に関わらず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。昨年は新型コロナウィルス感染拡大の影響により中止と
なりましたが、今年は座席を半分に制限し、感染症対策をおこない開催いたしました。
公募で選ばれた 3 組の障がいのある音楽家に加えて、世界的なピアニストである松永 貴志さんがスペシャルゲストとして登場
し、出演者の皆さま会場の皆さまと共に楽しんで頂きました。

日  時 2021年12月18日（土） 開演14：00～16：15終演

出演者 ・多田　駿介（SHUNSUKE TADA）- マリンバ奏者
・三橋　奏太（SOTA MITSUHASHI）- ピアニスト
・松田　啓子（KEIKO MATSUDA）- ピアニスト

スペシャルゲスト 松永　貴志
（TAKASHI MATSUNAGA）
- ピアニスト / 作曲家

会  場 神戸新聞松方ホール 来場者 300席（完売）

『プログラム』……司会：ケーちゃん
～第一部～
【多田　駿介】…
「愛の挨拶」
「剣の舞」
「チキ・チキ・バンバン」
「君をのせて」
「エル・クンバンチェロ」

【三橋　奏太】
「情熱大陸」
「リオのカーニバル」
「フラメンコ」
「エリーゼのために」
「匠」

【松田　啓子】
「ヘッドライト・テールライト」
「黄昏のワルツ」
「アラベスク」
「華麗なる大円舞曲」

松永　貴志
≪ピアニスト /作曲家≫

小原一徳…副市長
挨拶

多田　駿介
≪マリンバ奏者≫

三橋　奏太
≪ピアニスト≫

松田　啓子
≪ピアニスト≫

松端…実行委員長
挨拶

司会
≪ケーちゃん≫

スペシャルゲスト
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（第5回こうべ障がい者芸術フェスタ）

HUG＋展2021

http://www.kobesad.jp

第5回こうべ障がい者芸術フェスタ
〝HUG＋展2021″　
期間：…令和4年1月29日（土）～2月5日（土）
… 2月5日（土）賞状授与
場所：…原田の森ギャラリー　本館2階大展示室

「こうべ障がい者芸術フェスタHUG＋（ハグ・プラス）展2021」で
は、市内で芸術創作活動に取り組む障がい者の方から、作品を広く
公募し、絵画・書・写真・立体・その他の5部門で審査が行われます。
各賞を受賞された方には、賞状、賞金または副賞が贈られます。今
年は474点の作品が展示され、26点が受賞されました。新型コロナ
ウイルスの影響が心配されましたが感染対策を行い、延べ1,300名
の方にご来場いただきました。HUG＋展2021も素晴らしい作品と、
作者の方々に出会いました。

【動画配信のおしらせ】
会場の様子、受賞作品を動画にて配信しております。
障害者スポーツ振興センターホームページへアクセスください。

展示会の様子

最優秀賞
作品タイトル：カンナインフェルノ
作者：祐加（ユッカ）

賞状授与

HHUUGG⁺⁺展展22002211 受受賞賞作作品品紹紹介介
最優秀賞 絵画 祐加 カンナインフェルノ

奨励賞 絵画 加藤 真瑚 自由 カレッジ・アンコラージュ

奨励賞 絵画 古場 友真 ぼくのスマスイ 神戸聖生園

奨励賞 絵画 廣住 茂兼 鯛 スマイルすずらん

奨励賞 書 李 昭洋 さくらポッキー
かがやき神戸多機能型
つくしんぼ

奨励賞 立体 川崎 琴未 旋律の側面 ばりふり

審査員賞
（大手）

絵画 Ｎ．Ｔｏｒｕ キャラクター 法人 神戸

審査員賞
（岡）

絵画 小田 浩之 ギターの女の人 片山工房

審査員賞
（岸本）

絵画 新城 孝彦 はつひので 片山工房

審査員賞
（服部）

その他 ・ ・ 「スモールライト」でさぁ～ Let’ｓ Go⤴ 就労継続支援 型 夢うさぎ

審査員賞
（山﨑）

立体 濱野 瑞生 みーちゃんの鏡 こづかやま

優秀賞 絵画 古賀 信隆 むんく×ごっほ

優秀賞 絵画 佐田 かおり ひまわり 片山工房

優秀賞 書 松林 立祐 清（すがすがしい）
障害福祉サービス事業所
チャリティーショップ太陽の家

優秀賞 立体 道脇 歳雄 タコ ひらめの家

優秀賞 立体 笹谷 太郎

入選 絵画 龍 幸 響乱
兵庫県立ひょうごこころの
医療センター デイケア

入選 絵画 松浦 愛夢 カモノハシ 片山工房

入選 絵画 上野 琢磨 おバケのバケしゃん喜怒哀楽 アートセンター叶

入選 絵画 馬場 澄明 木になる木 ばりふり

入選 絵画 朝生 晃平 パズル 法人マブイ六甲

入選 書 関根 勇真 オシャレな字
社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団
神戸光生園

入選 書 深田 隆 ８章３２節 片山工房

入選 立体 松岡 里佳 一般財団法人カナウ

入選 その他 酒井 佐知子 花 ゆとり作業所

入選 その他 ジャングルくらぶ はばたくぞ！
放課後等デイサービス
ジャングルくらぶ
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日程： 令和3年11月21日（日） 
場所：…しあわせの村

今回で 2 回目の『トレイルオリエンテーリング大会』
が開催されました。

地図とコンパスを利用して複数の標識（フラッグ）の
中から、どれが正しい位置にあるのかを見つけ出し、正
しい位置の標識を何個選択できたか（ポイント）を競い
ます。競技中に移動できるルートは、車いすが通行でき
る道のみを使用します。

障がい者施設の利用者とスタッフで構成されたチー
ム、家族や個人参加の計 36 チーム（117 名）が参加さ
れました。障がいの有無に関係なく、みんなで一緒に楽
しみました。

正しい標識は??

コントロールカード・地図

トレイルオリエンテーリング大会

日程：…2021年11月27・28日（土・日）
会場：…グリーンアリーナ神戸
「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」は中止となりました。
その代替大会として『2021 神戸女子車いすバスケッ

トボール大会』が無観客にて開催されました。全国から
女子選手が集まり、3 チームに振り分けて試合はリーグ
戦総当たり方式で行われました。

また、夏に開催されましたパラリンピック出場選手へ、
神戸市社会福祉協議会伊藤事務局長よりねぎらいの花束
贈呈が行われました。

2021神戸女子車いすバスケットボール大会

日程：…令和3年11月27日（土） 
場所：…神戸総合運動公園ユニバー記念競技場及び
 その周辺道路
『第 34 回神戸市障害者ふれあいロードレース大会』が

開催されました。
晴天に恵まれ、総勢 140 名（身体障害者の部 13 名、

知的・精神障害者の部 114 名、一般の部 13 名）の参加
者がゴールを目指し力一杯、総合運動公園内を駆け抜け
ました。大会運営では皆様にご協力いただき、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。

第34回神戸市障害者ふれあいロードレース大会

神戸市社会福祉協議会
伊藤事務局長（奥）

♪こうべ障害者音楽フェア♪

障がいのある（原則、手帳保持）音楽家、プロ・アマチュア不問。
※グループの場合、メンバーの半数以上が障がい者で構成されていること

応募
資格

神戸新聞松方ホール会場
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-5-7 神戸情報文化ビル4階

2022年5月31日（火）必着締切
いただいた情報をもとに審査し、その結果を事務局よりご連絡させていただきます。

こうべ障害者音楽フェア実行委員会　事務局
〒651-0086　神戸市中央区磯上通3丁目1-32こうべ市民福祉交流センター4F
(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　E-mail：joyful@kobesad.jp

【その他】
・情報をお送りいただいても、出演をお約束する
　ものではございません
・出演は3組程度を予定しています
・出演料有

2022ジョイフルコンサート出演者大募集!

「エントリーシート」にご記入の上、事務局まで郵送していただくか、メールに添付してお送りください。また、ご自身の
演奏の様子が分かる動画も併せてご提供ください。
例：郵送でDVDの送付、動画がアップロードされているウェブサイトのURLを記載等
※音源のみの受付は致しかねます　※応募いただいた送付物については、ご返却致しませんのでご了承ください

エントリー
方法
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令和 4 年 1 月 29 日（土）～ 2 月 13 日（日）
に全 5 回のカリキュラムを組み、「第 38 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。今回は神戸市内に在住・在勤・在
学する方で、障害者スポーツに関心があり、
障害者スポーツ活動について理解を深めたい
方を対象に 24 名の方が受講されました。実技
や講義を通して、コミュニケーションスキル
や障がいに関する知識など、深く学んでいた
だくことができました。今後は、実践の場で
活かされることを願っております。

講義

実技：車いすバスケットボール

第38回初級障がい者スポーツ指導員養成講習会

兵庫県スポーツ優秀選手賞・兵庫県障害者スポーツ協会表彰式
日程▶令和4年3月23日（水）【予定】　場所▶兵庫県公館　大会議室

　（社福）神戸市社会福祉協議会障害者スポーツ振興センター関係の受賞者は次の皆さんです。この度の受賞、
心よりお祝い申し上げます。
令和3年度…兵庫県スポーツ優秀選手賞
≪優秀選手賞≫…順不同、敬称略

北薗　新光 光瀬　智洋 友野　有理 有熊　宏徳
上部　美帆 住友　美紀子 梶原　亜希 上園　温太
笠本　明里

令和3年度 スポーツ表彰

♪こうべ障害者音楽フェア♪

障がいのある（原則、手帳保持）音楽家、プロ・アマチュア不問。
※グループの場合、メンバーの半数以上が障がい者で構成されていること

応募
資格

神戸新聞松方ホール会場
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-5-7 神戸情報文化ビル4階

2022年5月31日（火）必着締切
いただいた情報をもとに審査し、その結果を事務局よりご連絡させていただきます。

こうべ障害者音楽フェア実行委員会　事務局
〒651-0086　神戸市中央区磯上通3丁目1-32こうべ市民福祉交流センター4F
(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　E-mail：joyful@kobesad.jp

【その他】
・情報をお送りいただいても、出演をお約束する
　ものではございません
・出演は3組程度を予定しています
・出演料有

2022ジョイフルコンサート出演者大募集!

「エントリーシート」にご記入の上、事務局まで郵送していただくか、メールに添付してお送りください。また、ご自身の
演奏の様子が分かる動画も併せてご提供ください。
例：郵送でDVDの送付、動画がアップロードされているウェブサイトのURLを記載等
※音源のみの受付は致しかねます　※応募いただいた送付物については、ご返却致しませんのでご了承ください

エントリー
方法

令和3年度…兵庫県障害者スポーツ優秀選手賞
≪優秀選手賞≫…順不同、敬称略

仲元　ゆかり 埴岡　建志 家永　晃 鈴　香代子
村本　暁彦 横谷　和浩
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障害者スポーツ教室2022年度

体　育　館（市民福祉スポーツセンター）
体 操

脳血管障害者（16歳以上）
前期［全10回］5月～7月 中期［全10回］9月～11月
後期［全10回］1月～3月　
水曜日午前 10:00～11:30 午後 13:15～14:45

受講料 2,200 円／定員 20 名
様々な道具を使いながら残存機能の向上と維持を図り
ます。

体 操
知的障害児（年長～小6）

前期［全 10 回］5 月～ 7 月
後期［全 10 回］1 月～ 3 月

前期：火曜日 後期：水曜日16:00～17:00

受講料 2,200 円／定員 20 名
軽運動やゲームを通じて楽しく運動を行い、健康づく
りの充実を図ります。

ブラインドテニス
視覚障害者（16歳以上）
［全 10 回］9 月～ 12 月

金曜日 13:15 ～ 14:45

受講料 2,200 円／定員 20 名
ラケットの振り方からゲームへと個人のレベルに合わ
せて楽しく行います。

ダ ー ツ
身体障害者（16歳以上）

前期［全 5 回］6 月～ 7 月
後期［全 5 回］11 月～ 12 月

前期：金曜日 後期：土曜日13:00～14:45

受講料 1,100 円／定員 15 名

ダーツの基本からゲームへと楽しく行います。

ビ ー ム ラ イ フ ル
身体障害者（16歳以上）

前期［全 10 回］5 月～ 7 月
後期［全 10 回］9 月～ 12 月

前期：火曜日 後期：水曜日18:00～20:00

受講料 2,200 円／定員 20 名
ライフル操作から的を射るまでの基本を習得し、楽し
く行います。

親 子 体 操
知的障害児 発達障害児 （3歳～就学前）

［全 10 回］9 月～ 12 月

金曜日 16:00 ～ 17:00

受講料 2,200 円／定員 20 名
遊びの中にある様々な動きを、跳び箱やトランポリン
などを利用しながら、親子一緒に体を動かします。

体 操
知的障害者（中学生以上）

前期［全 10 回］5 月～ 7 月
後期［全 10 回］9 月～ 12 月

前期：金曜日 後期：水曜日16:00～17:00

受講料 2,200 円／定員 20 名
軽運動やゲームを通じて楽しく運動を行い、健康づく
りの充実を図ります。

バドミントン
障害区分なし（16歳以上）
前期［全 10 回］6 月～ 8 月
後期［全 10 回］1 月～ 3 月

水曜日 18:00 ～ 20:00

受講料 2,200 円／定員 20 名
ラケットの振り方から、シャトルを打つ基本練習から行って
いきます。また、ラリーをはじめゲームまで楽しく行います。

体 操
知的障害者（16歳以上）

前期［全 5 回］4 月～ 5 月
後期［全 5 回］9 月～ 10 月

金曜日 18:00 ～ 19:30

受講料 1,100 円／定員 20 名
軽運動やフライングディスク・ラケット競技など様々な種
目を楽しみながら体験し、健康づくりの充実を図ります。

陸 上
障害区分なし

1部:中学生以上
2部:18歳以上

車いすレーサー使用者
2022年 前期［全5回］ 4月～8月
2022年～2023年 後期［全5回］ 10月～2月

木曜日（月1回） 1部 17:00～18:30 2部 18:30～20：00
　　　　　　　1部 17:00～18:00 2部 18:00～20：00

受講料 1,100 円／定員　各 100 名
走る・跳ぶ・投げるに分かれて活動し、陸上競技の基
礎技能の習得及び体力の維持・増強を図ります。

ユニバー補助競技場（補助競技場）

車 い す テ ニ ス
身体障害者（中学生以上）

［全 6 回］8 月～ 10 月

日曜日 10:00 ～ 12:00

受講料 2,500 円／定員 20 名
ラケットの振り方からゲームへと個人のレベルに合わ
せて楽しく行います。

ロ ーン ボ ウル ズ
身体障害者（16歳以上）

［全 5 回］5 月～ 9 月

土・日曜日 10:00 ～ 13:00

受講料 1,100 円／定員 20 名

ルールと基本技術を習得し楽しく運動します。

しあわせの村

ローンボウルズ

車いすテニス

6



申 込 み 期 間 「障害者スポーツ振興センター」のホームページでご案内いたします。申込数が定員を超えた
場合は、抽選となる可能性があります。
※申し込みについては開催の2ヶ月前の月末に終了となります。 例）4月開催分→2月末〆切（WEB・往復ハガキ）

申込先（WEB） 神戸市障害者スポーツ振興センターホームページよりお申込みください。
http://www.kobesad.jp/
神戸市社会福祉協議会ホームページ

「ラブ・リングこうべ」からもお申込みいただけます。
https://www.with-kobe.or.jp/detail/syougai_sp/

申込先（往復はがき）

申込締切後、はがき形式の「振込票」をお送りします。振込票に記載されている「お支払期限」
までにコンビニ窓口でお支払いください。
※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。

受講料について

（社福）神戸市社会福祉協議会あて先・問い合わせ先
神戸市障害者スポーツ振興センター　〇〇教室の係

〒651-0086 神戸市中央区磯上通3-1-32
TEL 078-271-5330　FAX 078-271-5367

プール（市民福祉スポーツセンター）
水 泳

身体障害者（16歳以上）
前期［全 10 回］5 月～ 7 月
後期［全 10 回］9 月～ 11 月

火曜日 18:30 ～ 20:00 

受講料 2,200 円／定員 10 名

水 泳
知的障害児親子（5歳～小3）
前期［全 10 回］5 月～ 7 月
中期［全 10 回］9 月～ 11 月
後期［全 10 回］1 月～ 3 月

前期：土曜日 14:45 ～ 15:45
中期・後期：火曜日 16:30 ～ 17:30

受講料 2,200 円／定員 10 名

夏 期 水 泳
身体障害児親子（小学生～高校生）

［全 5 回］8 月下旬

11:00 ～ 12:00

受講料 1,100 円／定員 10 名

水 泳
身体障害児親子（3歳～高校生）

前期［全 10 回］5 月～ 7 月
中期［全 10 回］9 月～ 11 月
後期［全 10 回］1 月～ 3 月

前期・後期：金曜日 16:45 ～ 17:45
　　　中期：土曜日 14:45 ～ 15:45

受講料 2,200 円／定員 10 名

水 泳
知的障害児親子（小4～小6）
前期［全 10 回］5 月～ 7 月
中期［全 10 回］9 月～ 11 月
後期［全 10 回］1 月～ 3 月

前期・中期：水曜日 16:45 ～ 17:45
　　　後期：土曜日 14:45 ～ 15:45

受講料 2,200 円／定員 10 名

夏 期 水 泳
知的障害児親子（小学生）

［全 5 回］8 月下旬

9:45 ～ 10:45

受講料 1,100 円／定員 10 名

水 泳
知的障害者（16歳以上）

前期［全 10 回］5 月～ 7 月
後期［全 10 回］9 月～ 11 月

土曜日（2 部制）
17:00 ～ 18:00　18:00 ～ 19:00

受講料 2,200 円／定員 10 名

水 泳
知的障害児親子（中学生～20歳）

前期［全 10 回］5 月～ 7 月
中期［全 10 回］9 月～ 11 月
後期［全 10 回］1 月～ 3 月

土曜日 15:45 ～ 16:45

受講料 2,200 円／定員 15 名

夏 期 水 泳
知的障害児親子（中学生～高校生）

［全 5 回］8 月下旬

15:00 ～ 16:00

受講料 1,100 円／定員 10 名

水　泳
身体障害者（16歳以上）
初心者から上級者まで個人の泳力にあった指導を行い、泳法の基礎技術を習得します。
身体障害児親子（3歳～高校生）
リラクゼーションをはじめ、水に親しむところから障害に応じて楽しく行います。
知的障害者（16歳以上）
泳力に応じてグループに分かれ、水に親しむところから泳ぎへと基礎を中心に楽しく行い、
体力の維持・増強を図ります。

知的障害児親子（5歳～小6）
水に親しむところから泳ぎへと基礎を中心に楽しく行います。
知的障害児親子（中学生～20歳）
泳力に応じてグループに分かれ、水に親しむところから泳ぎへと基礎を中心に楽しく行い、体力
の維持・増強を図ります。
夏期水泳
身体障害児親子（小学生・中学生）、知的障害児親子（小学生・中学生・高校生）
ゲーム等を通じながら、水に親しむところから泳ぎへと基礎を中心に楽しく行い、体力の維持・
増強を図ります。
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神戸市障害者スポーツ大会は、昭36年に身体障害者スポーツ大会としてスタートし、61年の歴史を持つ大会です。
現在は障害種別を問わず、陸上、フライングディスク、水泳、卓球、ボッチャの各種目で、延べ1400人が参加する神
戸市の障害者スポーツの祭典となっています。

障害者がスポーツを通して体力の維持増進、機能回復、残存能力の向上を図り、明朗快活で積極的な性格と協調
精神を養うとともに、社会の障害者に対する正しい認識の向上と社会参加の促進を図る事を目的としています。ま
た、この大会は2022年10月29日～31日に行われる“第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」
への出場をかけて、予選も兼ねている大会です。

第61回神戸市障害者スポーツ大会第61回神戸市障害者スポーツ大会

大 会 案 内

日時：	令和4年4月24日日
［身体障害の部］10：00～
［知的・精神障害の部］13：30～
場所：	中央体育館

卓　球
日時：	令和4年5月15日日
	 9：30～
場所：	王子スポーツセンター体育館

ボッチャ（肢体不自由者）

日時：	令和4年5月21日土
	 10：00～
場所：	王子スタジアム

フライングディスク

※申込方法等、詳しくは下記HPをご覧ください。※申込方法等、詳しくは下記HPをご覧ください。
http://www.kobesad.jp
障害者スポーツ振興センターホームページ障害者スポーツ振興センターホームページ

日時：	令和4年5月22日日
	 9：30～
場所：	ユニバー記念競技場

陸上競技

日時：	令和4年5月29日日
［知的・精神障害の部］9：30～
［身体障害の部］14：00～
場所：	市民福祉スポーツセンタープール

水　泳

※新型コロナウイルス感染症状況により、中止とする場合があります。

検 索神戸市障害者スポーツ振興センター

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
〒 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
TEL 078-271-5330　FAX 078-271-5367
URL http://www.kobesad.jp/

編集・発行
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