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～新旧会長挨拶～

令和4年８月吉日

令和４年８月吉日

会長就任挨拶

このたび、塩浦会長の後任として、一般社団法人埼玉県障害者スポーツ
協会会長に就任いたしました「川本 武彦（かわもと たけひこ）」でご
ざいます。
当協会は、障がいのある人たちが生涯にわたり、主体的かつ多様なス

ポーツ活動が保障されるよう、その機会提供や環境整備を支援するととも
に地域に根ざした健康づくりや、社会参加活動を通じてすべての県民の生
涯スポーツ振興に寄与することを目的としています。
現在、新型コロナウイルス感染症の影響により様々な制約を受けながら

も各種事業を実施しているところです。
スポーツは誰もが「する」「みる」「ささえる」の価値を享受し、年齢、

性別、国籍、文化や障がいの有無に関わらず、分け隔てなく親しむことが
できるものです。スポーツを通じて人への理解、共感、敬意を育んでいく
ことで、心のバリアフリーや地域住民の支え合いの推進をはじめ、共生社
会の実現へ向け努めて参りたいと存じます。

新会長
川本 武彦
（かわもと たけひこ）

当協会が設立された平成１６年から会長として１８年間職務
を全うできましたのは、ひとえに皆様のご協力があってのこと
と深く感謝申し上げます。
特に、副会長をはじめ正会員の皆様方には、協会の事業に目

配り気配りをいただき、私が会長として至らなかった部分を
補っていただいたことにより、会長としての任を果たせたと感
謝しております。
さらに、特別会員である市町村、企業や個人でご支援いただ

いた賛助会員の皆様、熱い思いのボランティアの方々のご協力
も忘れられません。
１８年間を思い起こしますと色々なことがありました。浦和

レッズ・大宮アルディージャのサッカー大会の開催や第１３回
全国障害者スポーツ大会東京大会の団長など楽しいことばかり
でした。
今後も、当協会が埼玉県の障がいスポーツ活動の中心となり、

発展していくことを祈念いたしまして、退任のご挨拶とさせて
いただきます。
本当に長い間、ありがとうございました。

会長退任挨拶

前会長
塩浦 綾子
（しおうら あやこ）

第１３回全国障害者スポーツ大会
団長挨拶



大久保春美記念 第１２回ふれあい登山

４月３日（日）に寄居町にある「鐘撞堂山」を参
加者１７名、付添者１３名、日本山岳会埼玉支部会
員３３名の合計４６名の方と一緒に登りました。
雨の予報もありましたが、午前中は雨も降らずに

登山道に咲く花の景色を楽しみ、道中、テレビ番組
“ポツンと一軒家”で紹介された中山竹炭工房で一
休みをするなどしながら山頂を目指しました。
山頂到着後は楽しい昼食の時間を過ごしておりま

したが、途中から雨が降り始めたため、当初の予定
より早めに昼食を切り上げてルートを変更しながら
下山しました。
雨に打たれてしまいましたが、参加者・山岳会会

員の皆さまと解散場所まで何事もなく下山すること
ができました。
参加者からは「楽しかった」「また参加したい」

等の嬉しい声をいただきました。

浦和レッズハートフルカップ
第15回スマイルサッカー大会

令和４年５月３日（火・祝）にレッズカップをレッズラ
ンドにて開催しました。
この大会は、浦和レッドダイヤモンズの活動理念のひと

つである「社会の一員として青少年の健全な発育のサポー
ト」及び「障がい者スポーツの普及促進を図る」ことを目
的として開催しています。
今大会では、参加チームを一部制限しての実施となりま

したが、３年ぶりに１１人制サッカー（知的障がい部門）
と５人制フットサル（精神障がい部門）を実施したところ、
１１人制サッカーに６チーム、5人制フットサルに４チー
ムが参加しました。
当日は、天候にも恵まれどのチームも勝利を目指し天然

芝を駆け回り熱戦を繰り広げました。
また、各リーグの試合終了後には、参加チームに浦和

レッズからナップザック、ステッカー等が贈られました。

大会結果は右記のとおりになります。

１１人制サッカー（知的障がい部門）
Aリーグ

1位 FC ASSIST

2位 彩の国レッドキング

3位 FCパラダイス

１１人制サッカー（知的障がい部門）
Bリーグ

1位 FC CEREJEIRA

2位 FC埼玉

3位 FCソルフレスコ

５人制フットサル（精神障がい部門）

1位 FREM FC

2位 F.C.cangiare

3位 F.C. ORANGE

4位 S.F.C Socio Tokorozawa

大会結果



第３５回県民総合スポーツ大会兼第２１回埼玉県パラスポーツ大会
令和４年度彩の国ふれあいピック春季大会

令和４年度彩の国ふれあいピック春季大会は昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症感染拡大防止
対策のため人数制限を設けて、4月24日（日）ボッチャを皮切りに5月3日（祝）アーチェリー、5月8
日（日）サウンドボールテニス、ボウリング、5月15日（日）水泳、卓球、5月22日（日）陸上競技、
フライングディスクと計5日間にわたり開催され、合計439人の選手が参加しました。
この大会は、10月に栃木県で開催される第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」

の埼玉県代表選手選考会を兼ねており、出場した選手の中から個人競技代表選手72人が選考されます。



令和４年度第１回理事会

令和4年6月10日（金）第1回理事会を開催しました。
全ての議案について全会一致で承認されました。
議案・報告事項については以下のとおりになります。

議案第1号 一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会役員の選任について
議案第2号 令和３年度事業報告について
議案第3号 令和３年度収支決算について
議案第4号 令和4年度事業計画について
議案第5号 令和4年度収支予算について
議案第6号 一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会会員入会承認について

報告事項
①令和3年度表彰等について

令和4年度定期総会

令和4年6月17日（金）令和4年度定期総会を開催しました。
全ての議案について全会一致で承認されました。
議案・報告事項については以下のとおりになります。

議案第１号 一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会役員の選任について
議案第２号 令和３年度事業報告について
議案第３号 令和３収支決算について
議案第４号 令和４年度事業計画（案）について
議案第５号 令和４年度収支予算（案）について
議案第６号 一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会会員入会承認について

報告事項
①スポーツ行政の一元化について
②北京２０２２パラリンピックに出場した埼玉県ゆかりの選手について
③パラドリームアスリート事業 埼玉県特別強化指定選手について

第22回全国障害者スポーツ大会関東ブロック地区予選会

第22回全国障害者スポーツ大会 関東ブロック地区予選会
埼玉県チーム結果

競技名 期日 結果

バスケットボール 男子 5月21日（土）・22日（日） 1回戦敗退

バスケットボール 女子 5月21日（土）・22日（日） 1回戦敗退

車いすバスケットボール 5月21日（土）・22日（日） 準優勝

ソフトボール 5月21日（土）・22日（日） 4位

グランドソフトボール 5月28日（土）・29日（日） 3位

バレーボール（知的 男子） 5月21日（土）・22日（日） 準優勝

バレーボール（知的 女子） 5月21日（土）・22日（日） 準優勝

バレーボール（聴覚 女子） 5月21日（土）・22日（日） 3位

バレーボール（精神） 5月21日（土）・22日（日） 3位

サッカー 5月21日（土）・22日（日） 3位

フットソフトボール 5月22日（日） 準優勝

第22回全国障害者スポーツ大会関東ブロッ
ク地区予選会が栃木県で開催されました。今年
度は、第22回全国障害者スポーツ大会「いち
ご一会とちぎ大会」のリハーサル大会として本
番さながらの予選会となりました。
埼玉県チームは、7競技に出場し、４競技が

決勝戦まで進むことができましたが惜しくも負
けてしまい全国大会出場を逃してしまいました。
次年度こそは、各競技練習を積み重ねて関東

ブロック地区予選会を勝ち抜き、本大会の第2
３回全国障害者スポーツ大会「SAGA2024」
に出場できるように頑張りたいと思います。
埼玉県チームの各競技の結果は、一覧表のと

おりになります。



～スポーツ用具の貸出～

埼玉県障害者スポーツ協会では、障がい者のスポーツ活動の普及・啓発を図るために、無料でスポー
ツ用具（ボッチャ・フライングディスク・フロアカーリング等）の貸出を行っております。地域での活
動にご活用ください。
※なお、主催事業等で一部期間は貸出ができない場合がありますのでご了承ください。

【貸出対象】
・埼玉県内の障がいのある人が所属する団体
・障がい者スポーツに関する活動（体験会、イベントなど）を実施する
埼玉県内関係団体（福祉施設、行政、教育関係機関、スポーツ団体等）

・埼玉県障害者スポーツ協会 団体賛助会員

【貸出期間】
原則、1週間以内（貸出・返却日を含む）

【貸出用具一覧、申込手続き】
詳細は、HPの概要資料をご確認ください。

令和４年度彩の国ふれあいピック
（埼玉県民総合スポーツ大会 兼 埼玉県パラスポーツ大会）

秋季大会・球技大会 予定一覧

行事名 日程 会場 対象(障がい種等) 備考

秋季大会 9/18 日
熊谷スポーツ文化公園
陸上競技場・彩の国くまがやドーム ほ
か

障がいのある方 募集終了

フットベースボール大会
11/6 日 妻沼運動公園 緑の広場

知的障がい者

予備日11/13 日 妻沼運動公園 緑の広場

バレーボール大会（精神） 11/26 土 埼玉県立武道館 主道場 精神障がい者

バレーボール大会（知的） 11/27 日 上尾運動公園 体育館 知的障がい者

サッカー大会

12/4 日 熊谷スポーツ文化公園 陸上競技場

知的障がい者
12/11 日 熊谷スポーツ文化公園 陸上競技場

12/18 日 堀崎公園グラウンド

バスケットボール大会
2023/2/25 土 彩の国くまがやドーム体育館

知的障がい者
2/26 日 彩の国くまがやドーム体育館

3/12 日 彩の国くまがやドーム体育館

ソフトボール大会
2023/3/12 日

さいたま市荒川総合運動公園 ソフト
ボール場

知的障がい者

予備日3/19 日
さいたま市荒川総合運動公園 ソフト
ボール場



～賛助会員募集～

賛助会員紹介（令和４年８月現在）

一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会は、
皆様の会費によって運営されています
障がい者のスポーツ活動の充実及び普及を図るために

多くの皆様のご理解とご協力を必要としています

*ご協力いただける場合は賛助会員参加申込書をお送りいたします。
下記連絡先までご連絡ください

皆様のご支援をお待ちしております

一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会
〒330-8522 埼玉県さいたま市浦和区大原3-10-1 埼玉県障害者交流センター内
TEL 048-822-1120 FAX 048-822-1121   
E-mail  2004＠sainokuni-sasa.or.jp           Facebook   fb.com/sainokunisasa

障がい者スポーツに対して温かいご支援ありがとうございます

☆賛助会員一覧

【会員会費】
個人：１口 1,000円 団体：1口 5,000円

【会費振込口座】
名義：一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会
①武蔵野銀行 大宮支店

普通口座 １０４７６１５
②郵便局
振替口座 ００１９０－６－５５９６３６

(順不同・敬称略) 他12社

青木信用金庫 りそな証券 株式会社
株式会社

ヨコハマタイヤセンター
関東

株式会社
ヨコハマタイヤジャパン

山三電機 株式会社
さいたま支店

八千代工業 株式会社

株式会社
武蔵野銀行

株式会社 武蔵 マレリ 株式会社
株式会社

丸正サンキョー
前田食品 株式会社

前田印刷 株式会社
筑波支店

毎日興業 株式会
株式会社

ピックルスコーポレー
ション

野崎興業 株式会社 株式会社 ニューオタニ 日清建設 株式会社 株式会社 名取製作所

有限会社 とらや
株式会社

トーシンパートナーズ
東京メールサービス

株式会社
株式会社 トレイン 株式会社 テレビ埼玉 株式会社 デサン

株式会社 デイズ T.T彩たま 株式会社 秩父鉄道 株式会社
公益社団法人 生命保険
ファイナンシャルアドバ
イザー協会 埼玉県協会

株式会社
スータブル・ソリュー

ションズ

首都圏環境サービス
株式会社

株式会社 島村工業 サイボー 株式会社 彩の国SPグループ 斎藤工業 株式会社
株式会社

埼玉りそな銀行
埼玉田中電気
株式会社

株式会社 埼玉スポーツ
一般財団法人

埼玉新聞社会福祉事業団
埼玉県発達障害福祉協会

一般社団法人 埼玉県知
的障害児者生活サポート

協会
埼玉縣信用金庫

社会福祉法人 埼玉県身
体障害者福祉協会

株式会社 サイサン 株式会社 サイオー 株式会社 コア
株式会社

グリーン企画社
クラブILO 共栄企画 株式会社

関東自動車 株式会社 川口信用金庫
株式会社

エフエムナックファイブ
株式会社 ウィズウェイ

ストジャパン
生駒硝子 株式会社 安住環境整美 株式会社


