
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 旭川荘では障害のある人たちの身体機能の維持や体力向上といったリハビリ面での効果

のほか、生活の充実、ストレス解消、社会参加などを目的として、各種スポーツ活動の拡充

に向けた支援を行っています。なかでも、障害のある人もない人も、高齢者でも子どもでも、

一緒に楽しめる「ユニバーサルスポーツ」を早くから取り入れ、現在ではティーボールやボ

ッチャ、卓球バレーなどの普及にも力を入れています。 

ティーボール 

どんなスポーツ？  

 ティーボールとは、野球やソフトボールによく似たボールゲームです。 

 本塁プレートの後方に置いたバッティングティーにボールを載せ、その止まった

ボールを打つことからゲームが始まるため、ピッチャーが存在しない点が、野球

やソフトボールと大きく異なります。ティーボールは少人数でも大勢でも楽しめ

ます。特別ルールを設けるなどの工夫で、技術レベルに関係なく、プレーする人

全員が楽しむことができるスポーツなので、現在は障害があるなしにかかわらず

幅広く親しまれています。 

 

ティーボールとの出会い 

  身体が不自由な子どもたちが入所する旭川療育園。1994年に元プロ

野球選手・監督の故星野仙一氏からティーボール用品一式が贈られた

ことがきっかけで取り組むことになりました。星野氏は 1984年から

毎年施設を訪れ、子どもたちに“勝ちにこだわること”“夢を持つこ

と”の大切さを教えてくださいました。 

  “勝ちにこだわること”とは試合に勝つだけではなく、「障害があ

っても自分に負けないこと」というメッセージも込められています。 

  1996 年には本格的にティーボールチームを結成。更なる上達を目指

し、1999年には星野氏からの寄付の一部で施設建物の屋上に「夢ひろ

ば」と称したティーボール練習場が整備されました。現在も練習場に

掲げた星野氏直筆の“夢ひろば”プレートが利用者たちの練習を見守

ってくれています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者にあわせたルールづくり 

  守備では、グラブ代わりに車いすや虫とり網を使用することがあります。

この場合、網でボールをすくうか車いすがボールに当たると捕球となり、1

塁に送球したことになります。打撃では、打つことが難しい選手には、ボ

ッチャの用具であるランプ（※注：ボッチャの項を参照）を使用してボー

ルを転がすことを認めています。また、走塁では、上手く車いす操作がで

きない選手には代走を送ることができるなど、参加選手に合わせたルール

変更を行いながら試合をしています。 

 

星野仙一杯争奪  

西日本肢体不自由児ティーボール交歓大会 

 ティーボールを通じ、子どもたちに「勝つ」という目標に向

かって努力する姿勢を伝えてきた星野氏。その思いを受け、2011

年にはその名を冠した「西日本肢体不自由児ティーボール交歓

大会」が始まりました。毎年秋には中四国、九州の施設の子ど

もたちが岡山ドームに集い、熱戦を繰り広げています。 

 旭川療育園の子どもたちも毎回、家族や療育園を卒園した先

輩らの声援を受けながら、はつらつとプレー。仲間との絆や感

動、悔しさを経験することによって、それぞれの「夢」に向か

って頑張る心を培っています。 

 

使用する用具は？ 

  バッティングティーのヘッド部分は、高さの調整が可

能なゴム製です。また、ボールはスポンジボール、バッ

トはプラスチック製のものを使用するため、万一のけが

も最小限にとどめられます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ボッチャ 

ボッチャって？ 

 ボッチャは、ヨーロッパで生まれた重度脳性麻痺の人や同程度の四肢重度

機能障害がある人のために考えられたスポーツで、パラリンピックの正式種

目になっています。赤・青のチームに分かれ、それぞれのボールを６球ずつ

投げたり、転がしたり、他のボールに当てたりしながら、ジャックボール（目

標球）と呼ばれる白いボールに、いかに近づけるかを競います。そのルール

が氷上で行われるカーリングと似ているところから、「床の上のカーリング」

とも呼ばれています。 

  競技に男女の区別はありません。選手は 2.5m×1mのスローイングボック

ス内から投球します。障害によりボールを投げることができない場合、蹴る

ことも認められています。また、自分の意思を介助者に伝えることができれ

ば、ランプ（勾配具）やヘッドポインターを使って参加することができます。 

  国際ルールでは障害の程度に応じたクラスに分かれて行われ、個人戦と団

体戦（２対２のペア戦と３対３のチーム戦）があります。国内ではオープン

クラス（車いすで競技するオープン座位の部、立位で競技するオープン立位

の部の 2クラス）も設けられています。（詳しいルール説明は「日本ボッチ

ャ協会」のサイト https://japan-boccia.com/about をご覧ください） 

 

旭川荘の活動状況 

 2006年から身体に重度の障害がある人が利用する竜ノ口寮の日中活動として導入され、徐々に寮内利用者の中で参加者

が増加していきました。ボッチャの競技機会を拡大するために、2007年 12月に岡山ボッチャクラブを設立。さらに、2013

年には岡山ボッチャ協会を設立し、公的機関とも連携を図りつつ、岡山県でのボッチャの普及を目的とした活動を実施し

ています。 

ヘッドポインター（上）とランプ（下） 

ボッチャコート 

https://japan-boccia.com/about


     

岡山ボッチャ交流大会 

 2011年 2月に第 1回岡山ボッチャ交流大会を開催。その

後、年に一回程度のペースで開催しています。現在では、

岡山ボッチャクラブのメンバーの他、竜ノ口寮や大佐荘（新

見市）、岡山支援学校の選手が参加し、熱戦を繰り広げな

がら交流を深めています。   

  また、このような大会を行うことは、選手の技術向上や

モチベーションアップにもつながっています。 

小学生との交流会 

 岡山県内でのボッチャ普及活動の一環として、地域の小学校

を訪れボッチャ交流会を行っています。 

  千種小学校（岡山市東区）や牧石小学校（同市北区）とのボ

ッチャ交流会では、小学生へのボッチャの指導や選手との交流

試合を実施。子どもたちと楽しいひと時を過ごしています。 

その他の普及活動 

 地域のイベント（人権フェスティバル等）にも積極的に参加してお

り、施設利用者の社会参加促進にもつながっています。また地域の方々

に広くボッチャを知ってもらうことは、競技に取り組む利用者にとっ

ては大きな励みになっています。 



   

卓球バレー 

卓球バレーとは？ 

  卓球バレーは大阪府の筋ジストロフィー症児のための養

護学校で始められた競技で、1974 年に「近畿筋ジストロフ

ィー症児交歓会スポーツ交流会」で初めて紹介されました。

その後、京都の鳴滝養護学校を中心にルールや用具を改善し

ながら京都府を中心に広まり、1988 年に京都で開催された

「第 24 回全国身体障害者スポーツ大会」で公開競技として

実施された後は、九州や山口を中心に普及が進みました。

2008 年に大分であった「第 8 回全国障害者スポーツ大会」

で初めてオープン競技となり、その後の全国大会でもオープ

ン競技として継続的に行われています。 

  卓球バレーとは、その名の通り「卓球」と「バ

レーボール」を合成したものです。「卓球」の要

素としては、卓球台やネットを使用し、ラケット

でボールを打ち合うところ。そして「バレーボー

ル」の要素は、基本的に 6人制バレーボールのル

ールを採用し、卓球台を 6人対 6人で囲んで対戦

するところです。 

  相手コートへの返球は 3回以内、2回連続で同

じ選手がボールに触ればドリブルになるなど、特

にバレーボールのルールが多く採用されていま

す。卓球バレーは車いす、もしくはイスに座って

プレーするため、立ち上がったりイスを移動させ

たりするとファウルになり、返球はネットの下を

くぐらせるなどの独自ルールもありますが、健常

者も障害のある人も可能な限りイーブンで参加

できるように考えられています。また、ボールの

中には金属の球が入っていて、転がると音がする

ため、視覚障害がある方も参加できるのも大きな

特徴です。 

金属の球が入ったボールを使用し、ラケットは長方形の板でラバー

などは貼らない。 

卓球台とネットの間にはボール 1.5 個分程度の隙間を空ける。 



  

旭川荘と卓球バレー 

  旭川荘ではボッチャに続く新たなスポーツ活動

として、2010 年から卓球バレーに取り組んでいま

す。ボッチャに比べてルールが分かりやすく、卓

球台を置くスペースがあれば手軽に楽しめること

から、荘内の知的あるいは身体に障害がある利用

者を中心として広がり、現在では県内外の施設と

の交流戦も行われています。また、卓球バレーは

身体に障害がある人たちのリハビリテーションと

しても注目されており、身体に障害のある利用者

が入所する「のぞみ寮」では、2017 年 4 月から自

立訓練（機能訓練）事業の一つとして取り入れる

など、プレーを楽しみながらリハビリに励んでい

ます。 

  2018 年 2 月には全日本卓球バレー連盟副会長堀

川裕二氏を招き、岡山県内初の卓球バレー指導者

養成講習会を開催しました。県内外から 24人が参

加し、ルールや審判方法について学ぶなど、新た

な指導者の育成にも力を入れています。 

  2018 年 9 月には「第 1 回卓球バレー交流大会㏌

OKAYAMA」を開催。第 2回大会では、県内外から初回を

上回る 13チームが参加するなど、活気あふれる大会へ

と発展しています。 

  また、「第 18回全国障害者スポーツ大会 福井しあ

わせ元気卓球バレー全国交流大会」（2018 年）や「第

19 回全国障害者スポーツ大会 いきいき茨城ゆめ卓球

バレー全国交流大会」（2019 年）など、全国大会にも

積極的に参加し、交流の場を広げています。 

 



第 17回 全国大会（愛媛）  開会式（上）と 

                          地元の応援を受ける選手たち 

全国大会 

フライングディスク 

岡山県大会 スラローム（陸上種目） 

  

障害者スポーツ大会 

全国障害者スポーツ大会 

 2000年まで別々に開催されていた「全国身体障害者ス

ポーツ大会」と「全国知的障害者スポーツ大会」を統合

し、2001年に「全国障害者スポーツ大会」として設立さ

れました。国民体育大会終了後に同じ開催県で 3 日間の

会期で行われます。全国から約 5,500 人（選手約 3,500

人＋役員約 2,000 人）の都道府県・指定都市選手団が参

加し、個人競技 6 競技、団体競技 7 競技及びオープン競

技が実施される国内最大の障害者スポーツの祭典です。

2001 年に宮城県で第 1回大会が開催され、以降も毎年行

われています。なお、2005年の第 5回大会は岡山県で開

催されました。 

岡山県障害者スポーツ大会 

 障害のある人が競技等を通じてスポーツの楽しさを体験す

るとともに、県民に障害に対する正しい理解と認識を深めて

もらい、障害のある人の社会参加を促進するために、第 1回

全国障害者スポーツ大会の開催に合わせて「岡山県障害者ス

ポーツ大会」としてスタートしました。 

 現在の大会では次の競技が繰り広げられています。 

 

【個人競技】 

●陸上競技（身体・知的）●水泳（身体・知的） 

●アーチェリー（身体）  ●卓球（身体・知的・精神） 

●フライングディスク（身体・知的・精神） 

●ボウリング（知的）  

 

【団体競技】 

●バレーボール（精神）●バスケットボール（知的） 

●ソフトボール（知的）●フットベースボール（知的） 

 

【公開競技】 

●車いすテニス（身体）●ボウリング（ガーターレス） 

●バドミントン        ●ボッチャ 

 



全国大会に出場する 

岡山選手団の壮行式 

全国大会 卓球 

全国大会 ソフトボール 

  

  個人競技については岡山県大会の出場選手の中から優秀

な成績を残した選手が全国大会への出場選手として選考さ

れます。 

  団体競技については、岡山県内の予選を勝ち抜いたチー

ムが県代表として中国・四国地区ブロック予選会に出場し、

予選会で優勝したチームが全国大会へ出場することになっ

ています。  

 

 

出場選手の活躍 

【岡山県障害者スポーツ大会】 

 個人競技は、出場を希望する選手が施設、地域、支援学校などを通じ

てエントリーしています。卓球やフライングディスク、ボウリングでは

クラス優勝や全国大会への切符を勝ち取る選手もいます。 

 団体競技については、旭川荘全体または施設単位で、ソフトボールや

フットベースボールに出場しています。 

  大会では日ごろの練習の成果を発揮し、全国大会を目指すとともに、

気持ちの良い汗をかきながら他の選手との交流も深めています。 

 

【全国障害者スポーツ大会】 

 個人競技では、旭川荘利用者がフライングディスク、陸上競技、卓球、

ボウリングなどに出場しています。 

  中でも、卓球に出場している旭川荘の選手は、第 12回大会から毎回出

場を果たすと同時に 2位以上の好成績を収めています。 

 団体競技で毎回好成績を上げているのがソフトボールです。ソフトボ

ールチームは「第 1 回全国障害者スポーツ大会」に出場するために、当

時旭川荘にあったぎおんハイツ（通勤寮）を利用していた 7 人、他法人

の施設を利用している 8人の計 15人で岡山県代表チームが結成されまし

た。2004 年には、翌年に岡山で開催される第 5 回大会に向けて県内各地

から選手が選抜され、旭川荘からも複数の選手が選ばれました。2005年、

岡山での全国大会では、地元の皆さんの多くの声援を受けながら、見事

に初優勝をつかみ取りました。ソフトボールチームは第 6 回大会から第

17回大会まで 12年連続で中国・四国地区予選会で優勝し、全国大会へ出

場。第 5回大会での優勝を含め、第 16回大会までの全国大会において、

優勝 8回の成績を収めています。 ソフトボールチーム 

第 15回和歌山大会にて 

通算 8度目の優勝 



リン ヤー シェン選手（台湾）と 

坂元智香選手・加藤尊士選手・戸田雄也選手 

（パラ・パワーリフティング） 

2018年 

 

岡山シーガルズ（女子バレーボール） 

2018年 

 

 

 

アスリートとの交流 

  国内外で活躍するスポーツ選手との交流会も徐々に広がりを見せています。 

  普段メディアでしか見ることのできないトップアスリートとの交流は、施設を利用する人にとっ

ては大変貴重な経験です。 

  選手からの熱いメッセージや一流の技術と迫力を身近に感じてもらい、強い精神力を養うと共に

今後さらに各種スポーツに興味をもち積極的に参加することで、一人ひとりの活躍の場が広がるき

っかけになればと期待しています。 

故 星野仙一氏（元プロ野球選手・監督） 

    1984年 ～ 2017年 

 

後藤洋央紀選手（新日本プロレス） 

2015年 

 

 主なスポーツ選手の皆さん

 


