「ドリームサポートプロジェクト」支援のお願い
特定非営利活動法人長野県障がい者スポーツ協会

理事長

三村一郎

10年前の今日、
「ふれいあいと感動」を大会テーマとした長野パラリンピッ
クが開会しました。障がいを克服し能力の限界に挑戦するアスリート達から
私たちは感動と頑張る勇気をもらい、沢山のことを学びました。私たちは、
パ
ラリンピック等の出場を目指す選手、
チャレンジドキッズの夢の実現を通して、
頑張る勇気の温かなエネルギー循環を地域社会に作っていきたいと考えて

長野パラリンピック10周年記念

います。県民の皆様の『ドリームサポートプロジェクト』への御支援をお願い
します。

ドリームサポートプロジェクト

私もこのプロジェクトを応援します！

村井

長野県知事

http://homepage2.nifty.com/nagano-sad/dsp/

仁

1 9 9 8 年長野 パラリンピックでは、
トップアスリート達が障がいがあっても最高のパフォーマンスを発 揮し、

「ふれあいと感動」をテーマに開催された長野パラリンピック冬季競技大
会から10年を記念し、多くの県民の参加を目指して取り組まれる
「ドリームサ

私たちに人間の持つ可能性のすばらしさと、夢と感動を与えてくれました。

ポートプロジェト」に私も心からエールを送ります。パラリンピックを目指すトッ

その長野 パラリンピックから早 1 0年 ̶ 。

プアスリートと障害のある子供たちのスポーツ活動への支援を通じて、障害

私たちは厳しい競 技 環 境にも負けず、

者スポーツの裾野が更に広がることを期待します。

自らの限 界に挑 戦し続ける障がい者スポーツのトップアスリートや、
障がいがあっても自分の可能 性・夢に向かってチャレンジしている多くの子どもたちを、

長野市長

鷲澤正一

その夢の実 現を応援するため、市民の皆さんのサポートの輪を広げたいと思っています。

長野パラリンピック冬季競技大会開催から１０周年を迎え、
「ふれあいと

そこで、長野 パラリンピック10 周年の記 念すべき今年 、

感動」の大会テーマのもと、全力で競技をしていた選手たちの姿があらた

障がいの違いを超えて障がい者スポーツを支 援するために、

めて思い起こされます。

この事 業を「ドリームサポートプロジェクト」
と名付け、

長野市は開催都市として、多くの市民の協力により大会を成功させること

県民参 加のムーブメントとして取り組んでいきたいと考えています。

ができました。
そして、市民の障害者スポーツに対する意識も高まりました。

障害のある子供たちが身近にスポーツを楽しめる環境をつくるとともに、世

夢の実現のサポートを通して、
プラスのエネルギー循環を地域社会へ

界を舞台に活躍できるトップアスリートを応援するために、皆さんのサポート

ドリームサポートプロジェクトとは県民参加のムーブメントとして、

「ドリームサポートプロジェクト」
も多くの皆さんの支援が必要となります。

1
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を期待します。

長野パラリンピックボランティア応援メッセージ

2010年のバンクーバーパラリンピック等を目指す選手の応援
チャレンジドキッズ（障がいのある子供達）のスポーツ活動の支援

を行うプロジェクトです。
障がい者の夢の実現に期待
10年前、
「長野パラリンピック」
を陰で支えたボランティアの働きは大きかったと思いま
す。
パラリンピックやそれに続くスペシャルオリンピックス
（SO）
で発揮された “市民の力”を
継承して、障がい者スポーツ支援を目的に
「ドリームサポートプロジェクト」
が発足することは
大変意義深いことです。
この運動を通して、障がい者理解が更に深まり、
さまざまな障がい
をもつ子どもたちが自らの夢を実現できる可能性が広がることを期待します。
元「ながのパラ・ボラの会」代表

バンクーバーパラリンピックへの県関係有力選手・チーム
冬季パラリンピック競技には、
アルペンスキー、
ノルディックスキー、
アイススレッジホッケー、車いすカーリングの４
競技があります。
アルペンスキー、
ノルディックスキーでは、長野パラリンピック、
トリノパラリンピックメダリストの青木辰子選手をは
じめ、9名の選手が強化指定選手として活躍中。
パラリンピックには、知的障がいのある選手は現在のところ出場
できませんが、
3名の選手が強化指定選手となっています。
アイススレッジホッケーは、
日本代表は現在世界ランキング5位、長野パラリンピック以降、
日本代表チームの半
数以上が長野サンダーバーズから選出されています。
車いすカーリングは、
2006年トリノパラリンピックから正式競技となり、
日本代表の信州チェアカーリングクラブは、
2007年世界選手権大会5位、
2008年世界選手権大会9位とバンクーバーへ向けて着実に実力を付けてきています。

内山 二郎

支え合って優しい街に
国内外選手、
スタッフ、家族の皆様を長野にお迎えした あのパラリンピックの日々。
ダイ
ナミックに嬉々として躍動する選手の皆さん。盛り上がるギャラリー。感動と感激に街中が
揺れました。
あれから10年。行政、企業、団体、学校そして個人による協働の形は障害を越
えて確かな歴史となりました。
まさにボランティア文化の導入であり、支え合う福祉の街づく
りへの一歩となりました。
パラリンピックは、触れ合うことでお互いに理解し、学びながら経験する大切さを教えて
くれました。
その流れを更に進めるために、
新しい県民参加のプロジェクトに期待します。
パラリンピックボランティア

チャレンジ！自らの可能性へ
スポーツを通じて開こう可能性の扉！
チャレンジドキッズクラブ

竹ノ内みはる

Go toVancouver
Go
私たちはバンクーバーパラリンピックを目指しています！
アイススレッジホッケー ＜長野サンダーバーズ＞

全県で8,000人とも推測される、
日頃スポーツをする機会が少ない障がいのある子供達を支援する、今春設立
される全県的なスポーツ組織。
スポーツを通じて心身の健康づくりと障がいの有無を超えて同世代の子供達と交
流を図り、社会参加することを目的としています。障がい者スポーツの裾野を広げ、将来のパラリンピック選手の発
掘、養成も目指します。

長野パラリンピックから頑張って来ました。
これまで頑張っ
て来られたのは家族や職場の皆さんの支えのおかげだと思
います。長野パラリンピックでは、沢山の歓声で自分達の力
の120％を出せたと思います。バンクーバー大会まであと2
年。私達はがんばります！皆さん、
応援よろしくお願いします！

主な実施事業

車いすカーリング ＜信州チェアカーリングクラブ＞
冬季パラリンピックの正式種目の中で、唯一、
日本が出場を果たしてい
ないのが「車いすカーリング」
です。国内における同競技は、長野で始まり、
長野でここまで育てていただきました。気持ちをひとつにして、悲願の初出
場目指し、邁進していきます。

三澤

◆バスケット ◆車いすバスケット ◆車いすテニス ◆車いすダンス ◆フライングディスク ◆水泳
◆陸上 ◆野球 ◆サッカー ◆カーリング ◆エアロビック ◆スキー ◆スノーシューイング

スポーツ教室の例

拓

＜波田町、順天堂大／やぶはら高原スキー場＞

ドリームサポートプロジェクト＜会員募集中＞

競技活動は一人ではやっていけません。県民の皆さ
んの応援が力になり、僕にエネルギーを与えてくれま
す。来年のワールドカップでは是非優勝し、バンクーバ
ーパラリンピックでは金メダルを獲って恩返しをしたい
と思います。応援宜しくお願いします。

谷口 彰

◎地域のスポーツ施設・教室・大会等の
『情報提供』
◎専門家、障がいのある選手による相談・アドバイス
『スポーツクリニック』設置
◎自分に合ったスポーツを見つけられる
『スポーツ体験会』開催
◎スポーツ体験と交流会を併せた１泊２日の
『スポーツキャンプ』開催
◎障がい者スポーツの指導者とボランティアの
『養成と登録』
◎学校や地域、
グループへの
『スポーツ指導者の派遣』
◎年間を通したスポーツ教室の開催

̶̶̶̶「金・銀・銅」各3種類̶̶̶

パラリンピック等の出場を目指すトップアスリートとチャレン
ジドキッズの夢の実現をサポートする会員を募集していま
す。会員になっていただいた方、団体には、長野パラリンピ
ック10周年記念ピンバッチをプレゼントします！
年会費

＜白馬村、㈱相模組＞

パラリンピックに出場したいと、
スキー環境の整っている長
野県へ移り住みました。バンクーバーパラリンピックでは、金メ
ダルを目指して頑張りますので、応援よろしくお願いします。

①個人会員／ブロンズ会員… 1,000円
シルバー会員………………3,000円
ゴールド会員……………… 5,000円
②団体会員
1口1万円で可能な口数でご協力ください。

●問い合わせ・お申込みは、下記「特定非営利活動法人長野県障がい者スポーツ協会」まで●

特定非営利活動法人 長野県障がい者スポーツ協会
〒381-0008 長野市下駒沢586 TEL026-295-3661 FAX026-295-3662 URL http://homepage2.nifty.com/nagano-sad/ E-mail nsad@nifty.com
■主催／特定非営利活動法人長野県障がい者スポーツ協会 ■共催／信濃毎日新聞社
■後援／㈶日本障害者スポーツ協会、
日本パラリンピック委員会、長野県、長野市、㈳長野県経営者協会、
日本労働組合総連合会長野県連合会、
（社福）長野県社会福祉協議会、
（社福）長野市社会福祉協議会、長野県障害者スポーツ指導者協議会、㈳長野県理学療法士会、㈳長野県作業療法士会

わたしたちは「ドリームサポートプロジェクト」を 応 援しています。
信州リハビリテーション専門学校
信州介護福祉専門学校

セイコーエプソン 株式会社
長野中央 南長野店

NPO法人ながの障害者スポーツパートナー

社会福祉法人 長野県社会福祉協議会

長野県障害者スポーツ指導者協議会

社会福祉法人 長野県身体障害者福祉協会
エフビー介護サービス 株式会社

有限会社 メデイナ
長野県車いすダンス“ハンドトウハンド”

甲信越車いすテニス協会
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長野県身体障害者水泳連盟
大西雄太郎
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長野車椅子バスケットボール協会

長野県ＦＩＤバスケットボール連盟
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鈴木文雄

深町秀彦

岡本武己

立岩久忠

宮本憲一

小泉典章

寺沢博文

小出堅三

小松昌久

高久義行

平沢三七

小池邦子

西澤栄子

袖山真澄

永原弘康

大月良則

※敬称略・順不同

