スティーブン・キャーネル
豊橋市国際交流員

English Available on Back

令和2年11月

ゴールボール出前講座スタート！11月10日、杉山小学校でパラリンピックスポーツの出前講座を行いました。最
初は障がい者スポーツへの理解や関心を深めるための「あすチャレ！ジュニア
アカデミー」を開催し、伊吹祐輔講師が車いすバスケットボールとパラスポー
ツについて話しました。障がい者が直面する社会的な問題や車いす使用者とし
ての日常生活の困難、そしてパラアスリートのすごさについて語りました。講
座の後、パラリンピック独自のゴールボールの体験を行いました。目を隠した
ままコートの端から端まで歩いたり、投球してみたり、最後に一人対一人で守
備を体験しました。パラスポーツの普及、そして障がいを持った方々に対する
児童たちが元気いっぱいでゴールボールをやってみました

社会の理解への一歩になるよう、多くの学校で開催していく予定です。

ドイツ・リトアニアPRフェアでボッチャ体験！
11月13日～15日にドイツ・リトアニアPRフェアを開催しました。多くの方がパラリン
ピックの競技、ボッチャを体験しました。ボッチャとは赤チーム対青チームで白い的玉
に相手よりボールを近づけることを目的とする競技です。エンド（回）が終わった後、
最も近くにボールがあるのが勝ちチームのなり、負けたチームの最も近いボールよりさ
らに近い勝ちチームのボールが各1点として数えられます。エンドを数回繰り返し点数を
競います。ボッチャは運動能力に障がいを持った選手のために考案されましたが、誰で
も楽しく参加できるスポーツですので、皆様、ぜひ機会があればプレーしてみてくださ

ボッチャに熱心な方たち

い！

海外レポート：マスターズ
11月12日～15日、米ジョージア州にあるオーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブでゴルフ
4大大会の一つ、マスターズトーナメントが開催されました。例年4月に開かれますが、コ
ロナウイルス感染症拡大のため延期となりました。無観客の静かな雰囲気で、タイガー・
©ガンバ大阪
ウッズ、全米オープン優勝者のブライソン・デシャンボ―、日本の松山英樹など、世界

トップの選手が努力しましたが、世界ランキング1位のダスティン・ジョンソンが全く違
うレベルでプレーして、5打差で勝ちました。ローアマチュア（スコアの最も低いアマ
チュア）は34位タイで終わったアンディ・オグルトゥリーに与えられました。
オーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブ

「スポーツのまち」づくり課のSNS

著者のクイズ
月面で二つのスポーツがプレーされていると言われていま
す。一つはゴルフですが、もう一つは何でしょうか。
A. ゴールボール

facebook.com/toyohashisports/

instagram.com/do_toyohashi/

B. やり投げ

C. 卓球

D. 重量挙げ

クイズの答えと様々なスポーツ情報はこちら！

日本語は裏にあります

Stephen Cannell
Toyohashi CIR
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All About Goalball!

On November 10th, we held a Paralympic sports lecture at Sugiyama Elementary
School. The lecture began with the “Asu Chare! (tomorrow’s challenge) Junior
Academy” where the students learned about para sports and the amazing athletes
competing in them. The lecturers also discussed societal issues faced by disabled
people, as well as some of the difficulties of everyday life in a wheelchair. After
the junior academy, the students had the chance to experience goalball, a sport
exclusive to the Paralympics. They covered their eyes and tried to walk across the
court, and then learned how to throw the ball and how to defend. We hope that

The kids went all out playing goalball!

the students learned a lot about how incredible para sports and para athletes are!

Germany & Lithuania PR Fair Boccia Corner!
The Germany & Lithuania PR Fair was held from November 13th - 15th at Toyohashi Station. Many of the visitors had the chance to experience another sport exclusive to the Paralympics, boccia. To play boccia, a white ball is first thrown down the court. The goal of both
teams is to throw their balls as close to the white ball as possible, and keep their opponent’s
balls as far away as possible. At the end of each round, or “end,” the team with the closer
ball is the winner, and each ball closer than their opponent’s closest ball is worth one point.
Boccia was created for athletes with motor disabilities, but it can be enjoyed by absolutely

An intense boccia showdown!

anybody! If you ever have the chance, give it a try!

International Report: The Masters
From November 12th to the 15th, one of golf’s 4 major tournaments, The Masters, was held at
Augusta National Golf Club in the United States. Normally the tournament would be held in
April, but it was pushed back this year due to the coronavirus pandemic. In almost complete
silence, due to the lack of spectators, Tiger Woods, U.S. Open champion Bryson Dechambeau,
Japan’s Hideki Matsuyama, and the rest of the world’s best golfers competed for the major
championship, but it was world number-one, Dustin Johnson, who took a huge lead in the
third (of four) round and ran with it, finishing 5 strokes better than the 2nd place finishers.
Augusta National Golf Club

The low amateur award went to Andy Ogletree, who finished in 34th place.

Follow Us on Social Media!

Quiz Corner
Two sports have been played on the surface of the moon.
One was golf, but what was the other?
A. Goalball

facebook.com/toyohashisports/

instagram.com/do_toyohashi/

B. Javelin

C. Table Tennis D. Weightlifting
Find the answers and more here!

