人

ス ポーツが拓く社会参加
大 阪市 長 居障 害者 スポ ー ツセ ンタ ー

オリンピ ックと同 じ年︑同 じ場所で 開催されるパラリ ンピ
年︵ １９６

ック︒ 力強く活躍 する選手 の姿は︑ 多くの人たちに 大きな
驚きと 深い感銘 を与えます ︒日本で は︑昭和

年︵１９ ７４︶に誕

当ス ポーツセ ンター では常に 先進的 な取り 組みを行 ってお り︑利用 者の方 々に︑共 に汗

大 阪市障 害者福 祉スポー ツ協会 が行って います ︒

・マン デビル 病院の脊 髄損傷 者センタ ーを参 考にし たそうで す︒管 理・運営 は社会 福祉法

当時︑ 国内には 前例が なかっ たため︑ 第二次 世界大戦 中︑イ ギリスで 開設さ れたス トーク

の回復と向上﹂と ︑﹁社会参加と自立﹂をサポートする施設として創設されました︒計画

大阪市長 居障害 者スポ ーツセン ターは ︑障害を 持つ人 の﹁体力 の維持 ・増進︑ 身体機 能

日本初の 障害者 スポーツ センタ ー

の 小林智志 さんに お話を伺 いまし た︒

生し た︑日本 初の総合 的な障害 者スポーツ施 設です︒館長

居障 害者スポ ーツセンタ ーは︑昭 和

ポー ツが広く認 知される きっかけ になりました ︒大阪市長

４︶に 第二回パ ラリンピ ックが東 京で開催され︑ 障害者ス
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を流 し社会 参加を目 指す﹁ グループ づくり ﹂を進め てもら う事を 目指して います ︒センタ
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ーでは︑障害のある人がひとりで来所されても︑いつでも気軽にスポーツを楽しめるよう ︑
指 導員が 常駐︒ ハンデ ィキャ ップを考 慮した︑新
し い用具 の開発 や様々 なゲー ムの考案 など︑普 及
活 動も行 って います ︒施設 は︑安全で あること ︑
段 差が ないこ と︑案 内がわ かりやす いことを心 懸
年︵１ ９８１ ︶の国 際障害者 年に来日 し

けて設計 されて います︒
昭和

のク ラブで汗 を流し ています ︒
13

楽 しんで いただ くこと ︒利用 者は︑① 障害を少 し

人 やその 家族に スポー ツや文 化活動を気 兼ねなく

創設 以来 ︑変わ らない 基本方針 は︑障害 のある

個々 の能力を 引き出 す

０人の 利用者 が

﹁世界 一﹂ と賞賛 されま した︒現 在一日平 均５０

たスウェーデン国王から︑その設備と人的配慮に ︑
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でも 軽くし ようとす る︒② 健康の 維持と増 進︒③ レクリエ ーショ ン・文化 活動へ の参加 ︒
④ スポーツ 上達︒ の目的で 来所し ます︒セ ンター では︑ スポーツ 医事相 談日を設 けて医 師
や 理学療法 士がア ドバイ スを行い ︑各人 の体力や 障害に 応じ︑適 切な種 目やト レーニン グ
方 法など の情報を 提供し ています ︒
特 に積極 的に展 開してい る事業 は︑スポ ーツ教 室です︒ 初心者 を対象 に︑スポ ーツの 正
しい 知識 や技 能︑ マナ ーを 身に つけ る だけ でな く︑
日常 の生 活習 慣の 中で も健 康を 増 進し ︑精 神的 にも
週間

豊か な生 活を 送る こと を 提案 する カリ キュ ラム とな
って いま す︒ 定例 の スポ ーツ 教室 は年 ３回 ︑
にわ たっ て アー チェ リー ︑卓 球︑ 水泳 ︑各 種ト レー
ニン グ ︑軽 スポ ーツ など が開 講さ れて いま す︒ この
他 ︑春 ・夏 休み には 小中 学生 を対 象に 水 泳教 室が開
か れま す︒ 冬に は︑ 毎年 ︑長 野県 飯 山市 の北 竜スキ
ー 場で ４泊 ５日 のス キー 教 室が 開催 され ︑大 きな 喜
び と自 信を 培う イベ ン トと なっ てい ます ︒運 営に あ
た って は︑ 学 校の 先生 やス ポー ツ指 導員 を目 指し て
い る方 た ちの 協力 を得 て︑ 受講 生ひ とり 一人 に適 切
な 指導を 行って います︒

回全 国身体 障害者ス ポーツ 大会ふ れあいピ ック大 阪が開催 され︑ 長居

コミュ ニケーシ ョンの 拡大
平成９ 年には 第

た︒大会の運営と日頃の活動には ︑スポーツ指導者やボランティアの協力が欠かせません︒
講習 会を通 してボラ ンティ ア育成︑ 専門の スポーツ 指導員 の養成に も取り 組んで います︒
スポ ーツ以 外にも手 話や点 字の講習 会︑将 棋・囲 碁大会な ども開 催され︑ 利用者 が地域
と交 流する コミュ ニティー センタ ーとして も活用 されてい ます︒ 毎週日 曜日には 遊技室 が
お もちゃ広 場とし て解放さ れ︑障 害の有 無を超え た子ど も同士の 交流や ︑保護者 同士の 情
報 交換が 行われて います ︒その他 ︑大阪 サッカー クラブ の協力 を得て︑ Ｊリー グセレッ ソ
大 阪のゲ ーム観戦 招待も 行われ ました︒
センター の取り 組みがき っかけ となり︑ 企業や 社会︑ 地域︑利 用者間 のネット ワーク が
育ち︑障 害者の 社会参 加を促進 してい ます︒寝 たきり だった人 も︑セ ンター を利用す る事
でスポ ーツを楽 しむよ うになり ︑たく さんの 仲間をつ くって います︒ センタ ーでは︑ スポ
ーツや 文化活 動を通し て親と 子が︑家 族が︑ 友達が︑ 職員が ︑みんな 明るく 声を出 し合っ
て充実 した時 間を共有 してい ます︒
﹁当セ ンター は︑障 害を一つ の個性 と考え︑ 障害の あるなし にかか わらず お互いを 補いあ
うこ とによっ て︑分 け隔て無 くつき あうこ とが出来 るコミ ュニティ ー施設 を目指し ていま
す﹂ と小林 館長︒
﹁初めてスポーツセンターを訪れた時︑本当にスポーツが楽しめるのかどうか不安でした ︒
受 付でとま どって いると指 導員の 先生が館 内を案 内して くれまし た︒様 々な障害 のある 人
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障害者 スポー ツセン ターは卓 球会場 ︑水泳の 練習場 として多 くの観 客や選 手で賑わ いまし
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たち が︑活 き活きと してい る姿を みて期待 が膨ら んだこと を覚え ています ︒何回 か通う う
ち にもう少 し本格 的にスポ ーツを 習いたく なり卓 球教室 に通いま した︒ 障害のな い人た ち
と も一緒に スポー ツで汗 を流すな ど︑交 流も広が りまし た︒私は ここに 来て本 当に良か っ
た と思い ます︒ス ポーツ の楽しさ を知り ︑たく さんの友 達を作 ることが 出来た からです ﹂
と の利用 者の言 葉が︑セ ンター が障害者 の新た な未来を 拓く施 設であ る事を物 語って いま
す︒
大阪市 長居障害 者スポ ーツセン ター
大阪市 東住吉 区長居公 園１ 電話０ ６・６ ６９７・ ８６８ １

http://fukspo.org/nagaissc/

掲 載 の記 事 ・ 写真 ・ イ ラス ト 等 の全 て の コン テ ン ツ無 断 複 写︑ 転 載 を禁 じ ま す︒
︵ 株 ︶ ファ ッ シ ョン ビ ジ ネス ・ 御 堂筋 新 聞
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