
令和４年７月２０日現在

№ 対象者 回数 定員 期　　日 曜日 時　間 会 場 内   　 容

1
知的

障がい者
6 35

4/16　5/28　6/11
7/23  8/6　9/3

土 9:30～12:00
西南杜の湖畔
公園野球場

中学生以上。実戦を通して技術的なレベルアッ
プを図り、全国障害者スポーツ大会出場を目指
す。

2 障がい者 9 10
5/10　6/7　7/5　8/9
9/6　10/4　12/6
1/17　2/7

火 18:30～20:00
福岡市立障がい者
スポーツセンター

中学生以上。中級者レベルを対象とし、技術的
なレベルアップを図り大会出場を目指す。

3 障がい者 6 40
5/21　6/18　7/2
8/27　9/17  10/15

土 10:00～12:00
福岡市立障がい者
スポーツセンター

中学生以上。技術的なレベルアップを図り大会
出場を目指す。

4 障がい者 9 70
5/7　6/18  7/30　8/6
10/15  11/26　12/17
1/14　2/25

土 9:30～11:30

平和台陸上競技
舞鶴公園球技場

博多の森陸上競技場
博多の森補助競技場

中学生以上。陸上競技の技術的なレベルアッ
プを図り全国障害者スポーツ大会等の出場を
目指す。
また、自分のペースで長く走れるようトレーニン
グし、体力の維持・増進を目的とする。

5 障がい者 6 30
7/2　8/20  9/3
10/1  11/19　1/28

土 14:00～16:00 パピオボウル
中学生以上。教室での成果をためすため、都
市圏障がい者ボウリング大会に出場を目指
す。

6
知的

障がい者
6 40

9/17　10/8　12/3
1/29　2/4  2/11

土
または

日
9:30～11:00

西南杜の湖畔
公園球技場

中学生以上。実践を通して技術的なレベルアッ
プを図り、全国障害者スポーツ大会出場を目指
す。

7 障がい者 4 20 11/19　12/24　1/14
※大会は別途通知

土 10:00～12:00
福岡市立障がい者
スポーツセンター

小学校高学年以上。基本練習及びゲームを楽
しみ、技術的なレベルアップを図り、全国障害
者スポーツ大会等に出場し、練習の成果を発
揮する。

№ 対象者 回数 定員 時　間 会　 場 内  　  容

1
九州各県・政
令市の代表

チーム(精神）
1 - 9:30～15:00

福岡市
総合体育館

年度4月1日現在13歳以上。10月に開催される
全国障害者スポーツ大会団体競技の予選会。

2
Ｈ．S．S．会

会員 1 希望者 10:00～13:00
福岡市立障がい者
スポーツセンター

指導等に必要な知識及び情報をテーマにフォ
ローアップ研修会を実施。

3
福岡市内の
障がい者

1 - 9:30～13:00
博多の森

陸上競技場・
補助競技場

中学生以上。陸上競技、フライングディスク競
技は全国障害者スポーツ大会の予選を兼ね
る。

4
福岡市代表
（役員・選手） - - - 市内各所

全国障害者スポーツ大会に向けた選手団とし
ての顔合わせや練習会。

5
福岡市代表
（役員・選手） - - - 栃木県

開催年４月１日現在１３歳以上。個人競技は、３
月から５月にかけて公募する。団体競技は一
部競技別に予選会あり。

6
協会

加盟団体
1 - 調整中 ふくふくプラザ

各クラブの活動内容の紹介およびクラブ間の交
流を図る。

7
初級を取得し
てスポーツ指
導員を志す方

4 35 9:30～18:00
福岡市立障がい者
スポーツセンター

４日間２１時間の講義及び実技。（公財）日本障
がい者スポーツ協会公認初級障がい者スポー
ツ指導員の資格取得可能。

8
福岡市内の障
がい者及び家
族・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

1 - 10:30～13:00 福岡市総合体育館

障がいのある人とない人が、幅広い年齢層に
わたって、レクリエーションに参加し、健康や体
力の維持・増進を図り、自己の可能性へ挑戦す
るため。

9
身体障がい
者・健常者

1 69 9:00～15:30
福岡市立障がい者
スポーツセンター

全日本アーチェリー連盟公認の大会。障がい
の有無を問わずエントリー可。全国障害者ス
ポーツ大会の予選を兼ねる。

10
協会

加盟団体
1 500 9:30～15:30 ふくふくプラザ

協会加盟団体で、日頃から音楽・芸能活動をし
ているサークルの発表会。

11 肢体障がい者 1 50 10:00～13:00
福岡市立障がい者
スポーツセンター

中学生以上。個人戦。
全国障害者スポーツ大会の予選を兼ねる。

12
都市圏在住
の障がい者

2 250 9:30～16:00 パピオボウル
中学生以上。　個人戦のみ。初心者から上級
者まで参加可。兼全スポ予選。

13
障がい者
・健常者

1
40ﾁｰﾑ
程度

10:30～14:00 海の中道海浜公園
１チーム７名編成（小５以上）で、家族・ボラン
ティアは２名まで参加可。タイム申告制で順位
を決定する。

第２８回福岡都市圏
障がい者ボウリング大会

　　　令和５年２月１８日（土）
　　　　　　　　 ２月１９日（日）

第２５回障がい者駅伝大会
in海の中道海浜公園

　　　令和５年
　　　　　　　３月１２日（日）

※昨年度はコロナウイルス感染症の影響による変更が重なり、皆様には大変ご迷惑をおかけし申し訳ありません。
令和４年度も、コロナウイルス感染症の状況に応じての実施となりますことをご了承いただきますようよろしくお願いいたします。

第３２回博多っ子杯インドア・
アーチェリー大会

１２月４日（日）

第２５回
ふくふくフェスティバル

　　　令和５年
　　　　　　１月２２日（日）

第３回福岡市ボッチャ大会
　　　令和５年
　　　　　　　２月５日（日）

４月２３日（土）

福岡市障がい者ｽﾎﾟｰﾂ協会
支援組織育成事業（研修）

９月１８日（日）

第２７回
福岡市障がい者スポーツ大会
（レクリエーション大会）

１１月２３日（祝水）

第２７回
福岡市障がい者スポーツ大会
（総合開会式、陸上競技、
　フライングディスク競技）

９月１０日（土）

全国障害者スポーツ大会
福岡市選手団強化練習

６月～１０月

第２２回
全国障害者スポーツ大会

１０月２９日（土）～３１日（月）

クラブ交流会 １１月３日（祝木）

福岡市
初級障がい者スポーツ指導員
養成講習会

１１月１２・１３日（土・日）
１２月１０・１１日（土・日）

※赤字の箇所は当初（6/20）から変更があった部分です。

大会・研修等（主催及び関連事業）

令和４年度福岡市障がい者スポーツ協会事業計画

教室（主催）　

行事名

ソフトボール教室

☆新規事業
水泳教室
（兼選手育成）

　令和４年５月に実施された総会で、令和４年度の事業計画及び予算が全員一致で承認されました。すでに募集が終了した教室も
ありますが、途中からでも申込みが可能な教室もあります。また、今年度の事業につきましても、新型コロナウイルス感染症の影響
で、中止や延期になる事業がありますので、事務局までお問い合わせいただくか、ホームページにも情報を掲載しておりますので
ご活用ください。

フライングディスク教室
（兼選手育成）

陸上競技教室
（兼選手育成）

ボウリング教室

サッカー教室

レクリエーション
    ボッチャ教室

行事名 期　　日

第22回全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会
バレーボール競技(精神の部)
九州ブロック予選会


