
記者資料提供（令和4年8月31日） 

しあわせの村指定管理者 しあわせの村運営共同事業体  

(公財)こうべ市民福祉振興協会 企画運営本部・福祉推進課 来田・髙田  

T EL ：0 78 - 74 3 -818 8   FA X  :  07 8 - 7 43 - 8 180  

E-mail : hiroba@shiawasenomura.org 

しあわせの村 ふれあいスポーツチャレンジ事業（スポーツ庁 障害者スポーツ推進プロジェクト

受託事業）の「水中運動ひろば」と「のびのび運動ひろば」の参加者（後期）を募集します 

  しあわせの村では、障がい者がスポーツを楽しめる環境整備を進めるとともに、障がい者の生涯スポーツの入口

となるよう、ふれあいスポーツチャレンジ事業を実施しています。  

この事業では、しあわせの村をプラットフォームとして、障がいのある小学生から高校生を対象に「水中運動ひろ

ば」、「のびのび運動ひろば」、「中高生パラスポーツクラブ」の3事業を実施します。 

 この度、「水中運動ひろば」及び「のびのび運動ひろば」の参加者を募集します。 

 なお、本事業はスポーツ庁が公募した「※障害者スポーツ推進プロジェクト」を受託し、実施するものです。 

 

※障害者スポーツ推進プロジェクト 

障がい者が生涯にわたってスポーツを実施するための基盤を整備する観点から、身近な場所でスポーツを実施で

きる環境の整備等を図ることを目的としてスポーツ庁が公募した事業です。当協会はそのモデル事業として、ふれ

あいスポーツチャレンジ事業を実施し、神戸大学の協力を得て効果を検証します。 

 

１．水中運動ひろば（後期） 

（１）内容 

水中でサーキットやダンスをすることで、運動を楽しみ、基本的な運動能力と生活の質の向上を目指します。 

（２）対象 

 神戸市内の小学校の特別支援学級に通う３年生から６年生   

※保護者の入水が必要です。 

 ※前期にご参加いただいていない方を対象とします。 

（３）日時 

1クール全5回 

 1回目 ２回目 3回目 4回目 5回目 

C日程 
10月2日（日曜） 10月16日（日曜） 10月30日（日曜） 11月13日（日曜） 11月20日（日曜） 

10時から12時 9時30分から10時30分 10時から12時 

D日程 
10月9日（日曜） 10月16日（日曜） 10月30日（日曜） 11月13日（日曜） 11月27日（日曜） 

10時から12時 11時30分から12時30分 10時から12時 

（４）募集人数 

  各日程 親子10組（応募者多数の場合は抽選） 

 ※ご希望の日程が満員の場合は、別日程をご案内する場合があります。 

（５）場所 

  しあわせの村 温泉健康センター内プール（2レーン使用） 

（６）参加費 

  1組・各回 500円 

mailto:hiroba@shiawasenomura.org


（７）申込方法 

  下記のURLよりWEB専用フォームにアクセスし、必要事項をご記入の上、お申し込みください。 

  https://ws.formzu.net/fgen/S58249208/ 

（８）募集締切 

  令和4年9月16日（金曜） 

（９）その他 

 ・障害者スポーツ指導員が指導します。 

 ・親子の性別が違う場合でもご利用いただける更衣スペースも一部備えています。 

 

２． のびのび運動ひろば（後期） 

（１）内容 

 走る・投げる・跳ぶといった運動に必要な基本的な体の動かし方を遊びながら身につける感覚運動活動などを行

います。体を動かす楽しさを経験することで、運動への意欲や達成感を持つきっかけとなることを目指します。 

 また、専門家による講演や保護者同士のグループワークなど、保護者が学び、つながりを持つ機会とします。 

（２）対象 

 神戸市内の小学校に通う1.2年生で発達の気になる児童とその保護者 

※前期にご参加いただいていない方を対象とします。 

（３）日時 

 10月1日、10月22日、11月12日、12月3日、12月24日（いずれも土曜日） 

 ①クラス13時から14時30分 ②クラス15時から16時30分 ※クラスは選択できません 

（４）募集人数 

各クラス1５名（応募者多数の場合は抽選） 

（５）場所 

 しあわせの村内施設 

（６）参加費 

  各回500円 

（７）申込方法 

  下記のURLよりWEB専用フォームにアクセスし、必要事項をご記入の上、お申し込みください。 

  https://ws.formzu.net/fgen/S74056820/ 

（８）募集締切 

  令和4年9月15日（木曜） 
（９）その他 
  障害者スポーツ指導員が指導します。また、学生ボランティアがマンツーマンで児童のサポートをします。 
 

３. お問い合わせ先 

（公財）こうべ市民福祉振興協会 福祉推進課 

TEL：078-743-8188（9時から17時）  メールアドレス：hiroba@shiawasenomura.org 

 

＜参考＞イベント詳細ホームページ 

・水中運動ひろば https://shiawasenomura.info/events/789/  

・のびのび運動ひろば https://shiawasenomura.info/events/812/  

https://ws.formzu.net/fgen/S58249208/
https://ws.formzu.net/fgen/S74056820/
mailto:hiroba@shiawasenomura.org
https://shiawasenomura.info/events/789/
https://shiawasenomura.info/events/812/


 

 

 

“ハサミがうまく使えない”“うまく文字が書けない”“ドッチボールや縄跳びができない” 

など、運動全般が苦手で不器用なお子様向けの運動教室とその保護者向けプログラムです。 

主催・お問合せ先： （公財）こうべ市民福祉振興協会 福祉推進課 
TEL 078-743-8188 FAX 078-743-8180  
e-mail  hiroba@shiawasenomura.org 

共催：         国立大学法人神戸大学大学院保健学研究科 

≪≪          

1．対 象： 神戸市在住の小学 1・2年生で発達の気になる児童とその保護者 

2．日 時： 10/1、10/22、11/12、12/3、12/24 

（いずれも土曜日 全５回） 

①クラス 13：00～14：30 ②クラス 15：00～16：30 

3． ： 各クラス 15名 ※応募者多数の場合は、抽選になります 

4．場 所： しあわせの村内施設 

5．参 加 費： 各回５００円 

6． ： WEB専用フォームにご入力  >>>>>> 

7． ： 令和４年 9月 15日（木）    

開催について 

スポーツ指導員、理学療法士、作業療法士、学生ボランティアがそれぞれの児童のペースで楽しく

サポートします。 

スポーツ庁「障害者スポーツ推進プロジェクト」委託事業 

令和４年度後期 

本プログラムはスポーツ庁「障害者スポーツ推進プロジェクト」の事業委託を受けており、神戸大学が

調査研究を行います。内容はアンケートによる調査や、簡単な体力測定を予定しており、開講当日に

説明いたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

※なお、調査研究に参加されなくても、プログラムの参加は可能です。 

お申込フォームはこちらから 

なお、前期ご参加いただいていな
い方を対象といたします。 

 

 

走る、投げる、跳ぶといった運動に必要な基本

的な体の動かし方を遊びながら身に付けます。 

▶▶プログラムの例：しっぽとり、ボール投げ、

トランポリンといった簡単な運動遊びなど 

児 童 プログラム 
 

 

保護者プログラムとして、専門家による講演と、

保護者同士のグループワークによる交流があり

ます。 

▶▶専門家による講演の例：子どもの不器用さに

親ができること、学校との連携について など 

保 護 者 プログラム 

mailto:hiroba@shiawasenomura.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和４年度前期 

（案） 

水中運動ひろば 

令和４年度後期 

スポーツ庁「障害者スポーツ推進プロジェクト」委託事業 

主催・お問合せ: 公益財団法人こうべ市民福祉振興協会 福祉推進課  

              電話 078-743-8188 FAX078-743-8180 

e-mail hiroba@shiawasenomura.org 

共催:          国立大学法人神戸大学大学院保健学研究科・人間発達環境学研究科 

＊障がい者スポーツ指導員が指導いたします。 

＊安全に配慮しスタッフを増員していますが、原則保護者のご参加をお願いします。 

＊ご希望の日程がいっぱいの場合、別日程をご案内することがあります。 

＊前期ご参加いただいていない方を対象といたします。 

＊お子様連れの来村者は駐車料金が無料になります。 

＊異性でもご利用いただける更衣スペースも一部備えています。 

 

水中サーキット・水中ダンスなどを 

とおして運動の楽しさを体感しよう！ 

〇対 象： 神戸市内の小学校の特別支援学級に通う３～6年生  

         ※保護者の入水が必要です（プログラムへの参加） 

〇日 時： 1クール全 5回 

 

 

 

 

 

〇募集人数： 親子 10組/クール （応募多数の場合は抽選） 

〇場   所： しあわせの村 温泉健康センター内プール（うち２レーン使用） 

〇参 加 費： 1組 500円/回  

〇申込方法： WEB専用フォームにご入力    

〇募集締切： 令和 4年 9月 16日（金） 
お申込フォームはこちらから 

本プログラムはスポーツ庁「障害者スポーツ推進プロジェクト」の事業委託を受けており、神

戸大学が調査研究を行います。内容はアンケートによる調査や簡単な体力測定を予定して

おり、開講当日に説明いたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

※なお、調査研究に参加されなくても、プログラムの参加は可能です。 

１回目 　２回目 ３回目 ４回目 ５回目

10/2(日) 10/16(日) 10/30(日) 11/13(日) 11/20(日)

10:00～12:00 10:00～12:00

10/9(日) 10/16(日) 10/30(日) 11/13(日) 11/27(日)

10:00～12:00 10:00～12:00

9:30～10:30

11:30～12:30

C日程

D日程

１回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目

7/24(日) 8/7(日) 8/21(日) 9/4(日) 9/11(日)

10:00～12:00 10:00～12:00

7/31(日) 8/7(日) 8/21(日) 9/4(日) 9/18(日)

10:00～12:00 10:00～12:00

B日程

11:30～12:30

A日程

9:30～10:30

mailto:hiroba@shiawasenomura.org

