
【真庭市スポーツ体験ひろば2020】

　開催日時：令和2年1月26日（日）10：00～15：00

　開催場所：白梅総合体育館

　内容：パラスポーツやニュースポーツ等が体験できるイベント。元パラリンピックパラホッケー日本

代表選手でバンクーバーパラリンピックでは銀メダルを獲得した上原大祐氏や車いすバスケチーム「岡

山WBC Windear」を招いて、体験会やでもゲームの観覧ができます。参加費無料。事前申込不要で

【パラリンピアン上原大祐による心のバリアフリー講演会参加者募集中！】

　開催日時：令和2年2月5日（水）19：00～20：30

　開催場所：白梅総合体育館サブアリーナ

　内容：元パラリンピックパラホッケー日本代表選手でバンクーバーパラリンピックでは銀メダルを獲

得した上原大祐氏によるこれまでの経験や心の心のバリアフリーに向けた取り組みについて車いす体験

を踏まえながらお話しいただきます。参加費無料。事前申込必要。

　参加申込：申込フォームはこちらから↓

　https://s-kantan.jp/city-maniwa-okayama-u/offer/offerList̲detail.action?tempSeq=14675

　※添付のQRコードを携帯で読み込んでも申込フォームが表示されます。　

【真庭市ホストタウン推進企画ポスターコンクール作品募集中！】

　募集部門：「小学生低学年の部」、「小学生高学年の部」、「中学生・高校生の部」、「一般の部」

　募集テーマ：オリンピック・パラリンピック・馬術に関すること・ホストタウン相手国のドイツに関

することなど

　応募締切：令和2年2月28日（金）

　概要：　市内の東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた機運をさらに盛り上げて

いくため、市民や市内の学校に通う児童・生徒がオリンピック・パラリンピックのことを考えるきっか

けづくりとして、ポスターコンクールを実施します。表彰、応募特典もあります。応募方法は添付の応

募要項にてご確認ください。

　東京2020パラリンピックを契機として共生社会の実現を目指す共生社会ホストタウン真庭市のイベ

ントです。皆様ご家族、ご友人お誘いあわせの上、ぜひともご参加くださいますようよろしくお願いし

ます。

真庭市ホストタウンサポーター情報提供一覧

第１号 1月17日



【１月８日～１０日】

　★ドイツパラ馬術のパラリンピアン真庭市を訪問★

　ドイツのパラ馬術のパラリンピアンであるアンジェリカ・トラバート氏をお招きして、講演会やレセ

プション、小学校を訪問し、児童へパラ馬術などの話や交流、蒜山ホースパークや観光地などを見学

し、来年度パラリンピアンを迎え入れるためのアドバイスや、ユニバーサルデザインやグローバルな視

点での意見などをいただきました。

　レセプションなどの様子がドイツ大使館Twitterでも紹介されていますのでご覧ください。

　●ドイツ大使館Twitter↓

https://twitter.com/GermanyinJapan/status/1219806733792509952?s=20

　【１月２６日】

　★パラスポーツなどを体験できる「真庭市スポーツ体験ひろば2020」を開催★

　誰でも気軽にできるパラスポーツやニュースポーツなどを体験できるイベントを開催しました。

また、各スポーツの体験だけでなく、元パラアイスホッケー選手でバンクーバーパラリンピック銀メダ

リストの上原大祐さんや、車いすバスケチーム岡山WBC Windearの選手を招いて、パラスポーツの

ゲーム形式での体験会や車いすバスケのデモゲームを行いました。

　当日の様子がまにぞうTwitterで紹介されていますのでご覧ください。

　●まにぞうTwitter↓

https://twitter.com/manizou?ref̲src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eaut

hor

【現在進行中】

　★市内の小中学校でドイツ給食を実施★

　市内の子供たちがホストタウンのドイツについて理解を深めてもらえるようドイツ料理の献立の給食

が提供されました。

　様子が真庭こどもICTネットワークの中で紹介されていますのでご覧ください。

　●真庭こどもICTネットワーク↓

http://kodomo.city.maniwa.okayama.jp/kids/www/info/detail.jsp?id=14483

　★ドイツ・馬術のパネル市内を巡回展示中★

　市民にドイツや馬術のことを知ってもらうために、ドイツの地理や名所、文化などを説明するパネル

と馬術のルール、道具を紹介するパネルを次の日程で巡回展示します。

　・湯原振興局　展示中～1月30日

　・美甘振興局　2月3日～2月27日

　・落合総合センター　 3月2日～3月26日

　・北房振興局　3月30日～4月30日

第２号 1月30日



真庭市では5月21日(木）にオリンピック聖火リレーが蒜山高原を通る予定です。

　先日、東京2020オリンピック聖火リレー岡山県実行委員会選出の聖火ランナーが発表され、真庭市

民から次の3名が選ばれました。

　　・野村昌子（のむらまさこ）さん

　　・横山昭子（よこやまあきこ）さん

　　・金平莉紗（かねひらりさ）さん

　　※金平莉紗さんは5月20日（水）岡山市を走行予定のグループランナーへ選出されています。

【２月２０日開催】

★真庭市ホストタウン事業推進会議結成大会を開催★

真庭市では、東京2020 オリンピック・パラリンピック大会がＳＤＧｓの理念で真庭市が目標に掲げる

共生社会の推進のきっかけととらえ、全市をあげて取り組んでいくため真庭市ホストタウン事業推進会

議の結成大会を開催します。当日は2010 年バンクーバーパラリンピックで銀メダルを獲得した上原大

祐さんに講演いただきます。手話通訳・要約筆記もあります。

どなたでも聴講できます。ぜひお越しください。

日時：２月２０日（木）午後７時００分～８時３０分

場所：久世エスパスホール

参加費：無料

事前申込：不要

詳しくは真庭市HPでご確認ください。↓

http://www.city.maniwa.lg.jp/webapps/www/info/detail̲2.jsp?id=13493

【応募期限３月３１日まで】

★東京2020オリンピック聖火リレー真庭市ボランティアスタッフを募集★

東京でのオリンピックが56年ぶりに開催されます。オリンピックの象徴である聖火は、2020年3月26

日福島県をスタートした後、121日（移動日を含む）かけて日本全国858市区町村で実施されます。

真庭市では5月21日（木）に蒜山ワイナリーから蒜山ホースパークの区間でオリンピック聖火リレーが

実施されます。聖火を盛り上げ、スポーツの祭典を市全体で歓迎し祝うため、ご協力いただける「ボラ

ンティアスタッフ」を募集します。応募期限は３月３１日（火）です。

応募方法など詳しくは真庭市HPをご覧ください。↓

http://www.city.maniwa.lg.jp/webapps/www/info/detail̲2.jsp?id=13411

第４号 2月10日

【共生社会の実現に向けた取組】

★要約筆記体験講座を開催★

聴覚障害の方へのコミュニケーションの方法はご存知のとおり、様々あります。（文字、手話、補聴器

の活用など）

音声を文字にして表す方法が「筆記」することですが話す内容をまとめて（要約して）文字にすること

を「要約筆記」と言います。

特に話し手と書き手が別の場合、話すスピードに合わせて全部の言葉を書くことはできませんので「要

約」することが大切となります。

その「要約筆記」の体験講座を開催します。実際に書いている様子を見たり、書いたりもします。

また、聴覚障害の方の経験談を聞くこともします。

　　日　時　　令和2年2月15日　土曜日　午後1時～4時

　　会　場　　久世公民館　学習室

　　参加費　　 無料

　　申込期限　令和2年2月13日

　　申込先　真庭市役所健康福祉部福祉課　電話 0867-42-1581

詳しくは真庭市HPでご確認ください。↓

http://www.city.maniwa.lg.jp/webapps/www/info/detail̲1.jsp?id=13468

第３号 1月31日



【馬術関連の取組み情報】

★2019岡山県トップアスリート賞受賞について★

2019年に岡山県のスポーツ振興に大きく貢献された方々の功績をたたえる岡山県トップアスリート賞

を、市内の馬術選手も受賞されました。

・波津久華奈さん（蒜山慶光会）

功績：第74回国民体育大会　馬術競技　成年女子二段階障害飛越　第3位

・原田実和さん(勝山高校蒜山校地）

功績：第36回全日本ジュニア馬場馬術大会2019　第3位

・原田昂治さん(勝山高校蒜山校地）

功績：第74回国民体育大会　馬術競技　少年標準障害飛越　第1位

●岡山県HP↓

https://www.pref.okayama.jp/site/presssystem/648549.html

【馬術関連の取組み情報】

★快挙！原田喜市選手、日本初のCDIグランプリを獲得★

原田喜市選手と2016年にオリンピックに出場した馬のエジスターのペアが、アメリカのフロリダ州

ウェリントンで開催されたグローバルドレッサージュフェスティバルにおいて、2020年2月20日に、

68.239％の得点で、初の国際グランプリを獲得し、この大会で初めて日本国歌が演奏されました。

さらに、その翌日のグランプリフリースタイルでも、73.525%の高得点を獲得して、2日間にわたって

優勝されました。

着実に東京2020オリンピックの出場に向けて進んでおられますので、皆さん応援をお願いします。

●公益財団法人日本馬術連盟↓

https://www.equitation-

japan.com/index.php?menuindex=posts&cat=18&pg=1&aaa=4&pno=7350#7350

第5号 2月28日



第7号 3月18日

【ホストタウン(ドイツの取り組み）関連の取組み情報】

★落合図書館ドイツ・オリンピック特設コーナー開設中！！★

落合図書館では、落合総合センターでのホストタウン・パラオリンピックの紹介パネル展示にあわせ

て、ドイツやオリンピックに関連した図書の特設コーナーを３月中開設しています。

（関連図書の一部)

・ オリンピック・パラリンピックまるごと大百科

・ グリムのゆかいなおはなし

・ ほのぼのドイツぐらし。

・ ソーセージの歴史　　など

★ドイツ・馬術のパネル市内を巡回展示中★

　市民にドイツや馬術のことを知ってもらうために、ドイツの地理や名所、文化などを説明するパネル

と馬術のルール、道具を紹介するパネルを次の日程で巡回展示します。

　・落合総合センター　 展示中～3月26日

　・北房振興局　3月30日～4月30日

第6号 3月6日

【馬術関連の取組み情報】

★原田喜市選手、またまたグランプリ獲得★

第５号でお知らせをしたアメリカのフロリダ州ウェリントンで開催されたグローバルドレッサージュ

フェスティバルにおいて、2020年2月27日、原田喜市選手とエジスターのペアが、CDI4★グランプリ

(規定演技）でも68.065％の得点を獲得し、優勝されました。

この成績により原田選手とエジスターのコンビはオリンピック競技大会の出場最低基準（ＭＥＳ）を満

たしました。

また、28日に開催されたCDI3★のグランプリフリースタイルにおいて、エジスターでなくフェアリー

テイルSで、73.610％の得点を獲得し、見事優勝されました。

[日本代表人馬選考方法]

・東京オリンピックの日本代表人馬選考に向け、まず、候補人馬の選考が行われます。

・候補人馬は、２０２０年1月１日～５月２４日の間で開催される国際競技会においてＭＥＳを満たし

たうえで、各人馬の3回の競技成績を比較し、上位４人馬が選考されます。

・選考された4人の候補人馬は6月２日～７日にドイツ・アーヘンで開催される国際競技に派遣され、

その成績をもとに３人馬が東京オリンピック日本代表選手に選考されることとなっています。

現在、馬場馬術日本代表を目指している選手が17名おられます。東京オリンピックへはまだまだきび

しい道のりが続きますが、アメリカ、そしてドイツで健闘している原田選手を、真庭の地から皆さんの

応援をよろしくお願いします。

●公益財団法人日本馬術連盟↓

https://www.equitation-

japan.com/index.php?menuindex=posts&cat=18&pg=1&aaa=3&pno=7354#7354



【オリンピック聖火リレー関連の取組み情報】

★有森裕子さんが蒜山高原を紹介★

〇NHKの聖火リレー岡山県紹介ホームページの中で「聖火ロード5min.岡山」という岡山県内の聖火リ

レールートを紹介する動画が掲載されています。

この中で有森裕子さんが真庭市立川上小学校を訪問した時の映像が使われています。

NHK聖火リレー岡山県ホームページ

https://sports.nhk.or.jp/olympic/torch/schedules/26̲okayama/

※NHKの聖火リレーホームページでは聖火リレーがライブストリーミングされます。3月26日(木)福島

県よりスタートします。全国の聖火リレーの様子もぜひご覧ください。

【共生社会に実現に向けての取組み情報】

★上原大祐さんが真庭市を紹介してくれました★

先月開催したホストタウン事業推進会議結成大会で講演していただいた上原大祐さんが、次の場で真庭

市のことを紹介してくれました。

○web版ホストタウンサミット基調講演

2020年2月22日(土)に開催予定で新型コロナウイルス対策により中止になった「ホストタウンサミッ

ト2020」の上原大祐さんへのインタビュー動画が「Ｗｅｂ版ホストタウンサミット」として下記ホー

ムページへ掲載されています。

Ｗｅｂ版ホストタウンサミット基調講演のページ

https://hosttown2020.com/speech.html

○３月６日放送　NHKラジオ「増田明美のキキスギ？」

聴き逃した対応として、NHKラジオホームページから４月６日20：55まで聴けるようになっていま

す。

なお、スマホで聞かれる場合は、NHKラジオのアプリをダウンロードしてからお聴きになってくださ

い。

NHKラジオ　らじる★らじるの「増田明美のキキスギ？」のページ

https://www.nhk.or.jp/radio/ondemand/detail.html?p=5000̲01

第9号 3月25日

【オリンピック聖火リレー関連情報】

★東京2020オリンピック聖火リレーの延期が決定★

〇2020年３月24日、世界的な新型コロナウイルス感染症のパンデミック状態を踏

まえ、東京2020大会の開催について、日本国政府、東京2020組織委員会、東

京都とIOCが、会談を行い、東京2020大会の延期の決定をされました。

　これに伴い、東京2020オリンピック聖火リレーも延期することになり、2020年5月21日(木)

に実施を予定していた真庭市での聖火リレーも延期されることになりました。

　現在、聖火リレーの新たな日程等は未定です。今後、日程等がわかりましたら

情報提供させていただきますので引き続きどうぞよろしくお願いいたします。　

第8号 3月23日



第11号 4月22日

【馬術関連情報】

★馬術観戦の楽しみ方を紹介★

〇公益社団法人日本馬術連盟公式サイトでは馬術競技について、動画とともにわかりやすく紹介されて

います。

　詳しくは公益社団法人日本馬術連盟公式サイト（A to Zinba）でご確認ください。↓

http://atozinba.com

○JRAでは東京2020オリンピック・パラリンピックの馬術競技を支援されており、公式サイトではオ

リンピック馬術競技の3種目とパラ馬術について紹介されています。中でも馬場馬術については真庭市

内在住の原田喜市選手が動画とともに紹介されています。

　詳しくはJRAサイト（equestrian）でご確認ください。↓

https://equestrian-jra.jp/

第10号 3月30日

【スポーツ（全般）関連の取り組み情報】

★2019年にスポーツで活躍された方が真庭市表彰を受賞されました★

〇3月25日に真庭市表彰表彰式が開催されました。スポーツ部門においても2019年にスポーツで活躍

された団体や選手が一般表彰を受賞されました。今後の活躍にも期待が高まりますので、皆さんぜひ応

援をよろしくお願いします。

【受賞者(順不同)】

・松岡　玲さん　

［業績］全日本ロードレース選手権MFJCAP JP250　シリーズ３勝　年間シリーズチャンピオン獲得

・スポレくせJr.綱引部

［業績］2019全日本ジュニア・ユース綱引選手権大会　準優勝

・美甘　星次郎さん

［業績］令和元年度全国高等学校総合体育大会自転車競技大会　男子個人ロードレース優勝

・原田　実和さん

［業績］第36回全日本ジュニア馬場馬術大会2019　ジュニアライダー馬場馬術準優勝

・横山　修也さん

［業績］第74回国民体育大会　サッカー競技　少年男子５位入賞

・遠藤　晴香さん

［業績］第20回全国中学選抜卓球大会　団体準優勝

・原田　昂治さん

［業績］第74回国民体育大会　馬術競技　少年標準障害飛越競技優勝

・波津久　華奈さん

［業績］第74回国民体育大会　馬術競技　成年女子二段階障害飛越競技３位入賞

・杉村　真輝さん

［業績］第４回全日本高校生自馬選手権大会　障害飛越競技小障害90cmクラス３位入賞　　

・岡田　佳奈さん

［業績］文部科学大臣杯争奪・第46回全日本学生パワーリフティング選手権大会　女子63kg級

優勝、第24回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会　ジュニア女子63kg級優勝

・長尾　颯一郎さん

［業績］2019年度全国専門学校総合体育大会第29回全国専門学校サッカー選手権大会　準優勝　



第12号 4月27日

【ホストタウン(ドイツ）関連情報】

★NHK「世界を応援しよう！プロジェクト」ドイツ応援コール動画★

〇「ニッポンチャチャチャ！」を世界各国の言葉で紹介してあり、「世界の国と地域の選手にその国の

言葉でエールを送ることができればそれこそが、最高のおもてなし」として動画で紹介されています。

真庭市のホストタウンである「ドイツ」の言葉での「ニッポンチャチャチャ！」でドイツ選手を応援し

ましょう。

●詳しくはNHK「世界を応援しよう！」プロジェクトHPでご確認ください。↓

　https://sports.nhk.or.jp/dream/cheer/ger/

★ドイツ語やドイツ文化を楽しめます★

○ゲーテ・インスティトゥートはドイツの公的な国際文化交流機関で、ドイツ語の知識を外国に広め、

文化、社会、政治などに関する最新の情報を提供しています。下記サイト内の電子図書館サービス「オ

ンライエ」ではドイツに関する書籍、映画、音楽、その他さまざまなメディアを楽しめます。

●詳しくはゲーテ・インスティトゥート・ジャパンHPでご確認ください↓

　https://www.goethe.de/ins/jp/ja/index.html 

★ドイツと日本の文化の違いをラップで紹介しています★

○ドイツ生まれドイツ育ちの純日本人ラッパーのBlumio（ブルーミオ）さんが、日本とドイツの文化

の違いをラップにのせて紹介しています。 ドイツ語の勉強にもなります。

●詳しくはYouTube　Blumio Official チャンネルでご確認ください↓

　https://www.youtube.com/channel/UC5w6v5PjS̲Pnnj1qR4cTE6Q/featured



第13号 4月30日

【共生社会に実現に向けての取組み情報】

★令和２年度真庭市手話奉仕員養成講座入門課程開催★

〇聞こえないという障がいの理解と手話について学びます。聴覚障がい者とのコミュニケーション方法

のひとつである手話を一緒に楽しく学習しましょう！

開催日　令和２年５月15日～11月20日　毎週金曜日　全25回　※8月14日・21日休み

時　 間　午後７時３０分　～　９時３０分

場　 所　久世公民館　大会議室等（真庭市久世2932-5）

講　 師　美作ろうあ協会　手話奉仕員養成講師団

受講料　無料（テキスト代3,300円を初回に集金します）　

対象者　手話に関心のある初心者

定　 員　３０人程度

申込期限　令和２年５月７日（木）

申込・問合せ先　真庭市役所健康福祉部福祉課　電話　0867-42-1581

※新型コロナウイルスの影響により延期の可能性あり。

●詳しくは真庭市HPでご確認ください。↓

　https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/15/25201.html

★福祉課内に「障がい者支援推進室」を設置しました★

〇真庭市は、令和２年４月１日から真庭市健康福祉部福祉課に「障がい者支援推進室」を設けました。

真庭市が目指す「真庭ライフスタイル」に含まれる「互いを尊重した『暮らし方』」の実現のため、障

がいのある人が積極的に地域活動に参加でき、活躍することができる環境整備に取り組みます。

障がいについて理解を深め、交流できる場の提供や、セミナーの開催などを計画していて、新型コロナ

ウイルス感染症の収束後には皆さんにお知らせできるよう準備を進めていきます。

●問合せ先　福祉課　障がい者支援推進室　0867-42-1581

★東京2020パラリンピック競技を動画で紹介しています★

○NHKホームページで東京2020パラリンピック競技を動画で紹介されています。パラ馬術やボッチャ

などパラスポーツのルールや見所などについて楽しく知ることができます。

●詳しくはNHKホームページでご確認ください↓

　https://sports.nhk.or.jp/paralympic/video/all/



第14号 5月25日

【共生社会に実現に向けての取組み情報】

★令和２年度真庭市手話奉仕員養成講座入門課程開催★

〇聞こえないという障がいの理解と手話について学びます。聴覚障がい者とのコミュニケーション方法

のひとつである手話を一緒に楽しく学習しましょう！

開催日　令和２年６月５日～12月４日　毎週金曜日　全25回　※8月14日休み

時　 間　午後７時３０分　～　９時３０分

場　 所　久世公民館　大会議室等（真庭市久世2932-5）

講　 師　美作ろうあ協会　手話奉仕員養成講師団

受講料　無料（テキスト代3,300円を初回に集金します）　

対象者　手話に関心のある初心者

定　 員　３０人程度

申込期限　５月２８日（木）

申込・問合せ先　真庭市役所健康福祉部福祉課　電話　0867-42-1581

●詳しくは真庭市HPでご確認ください。↓

　https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/15/25201.html

【ホストタウン関連の取組み情報】

★真庭市のホストタウン事業のこれまでの取組を紹介★

○真庭市ホームページにて真庭市のホストタウン事業のこれまでの取組を紹介するページを作成しまし

た。

●詳しくは真庭ホームページでご確認ください↓

　https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/13/29318.html



【馬術関連情報】

★原田喜市選手の競技馬「エジスター」の物語★

○真庭市内に拠点を置く馬場馬術競技の原田喜市選手とともに2016年のリオデジャネイロオリンピッ

クに出場した競技馬「エジスター」とオーナー中田晴香さん、原田喜市選手の物語がNumberWebで紹

介されています。

　詳しくはNumberWebで御確認ください↓

　https://number.bunshun.jp/articles/-/841590

★馬術 VICTORY with TRUST メッセージムービー★

○馬と共に歩みつづける、馬術選手からのメッセージムービー。原田喜市選手も出演されています。

　詳しくはjraofficialサイトで御確認ください↓

　https://youtu.be/Nn2gWWAq̲nw

第15号 7月1日

【共生社会に実現に向けての取組み情報】

★手話マーク・筆談マークを活用しませんか★

一般財団法人　全日本ろうあ連盟が作成するマークです。各種チラシ、窓口やイベント受付など様々な

場面で活用できます。真庭市役所内では現在、福祉課、障がい者支援推進室、スポーツ・文化振興課の

窓口に掲示を行っています。障がいの有無にかかわらず、多様な人が多様な方法でコミュニケーション

可能な場であることを発信・共有できます。是非、積極的にご活用ください！

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

○手話マーク

《対象者》ろう者等、手話を必要としている人

《意味》ろう者等から提示：「手話で対応をお願いします」

　　　　窓口等で掲示：「手話で対応します」「手話でコミュニケーションできる人がいます」等

○筆談マーク

《対象者》筆談を必要としている人

　　　　　　（ろう者等、音声言語障がい者、知的障がい者、外国人なども含みます）

《意味》当事者から提示：「筆談で対応をお願いします」

　　　　窓口等で掲示：「筆談で対応します」

※マークが社会で認知されるまでは、表示の際にマークに意味の説明

　（例：「手話で対応します」「手話通訳者がいます」「筆談で対応します」）を併記することを推奨

します。

〈主な使い方〉

・ろう者等自身がコミュニケーションの配慮を求めるときに提示

・役所、公共及び民間施設・交通機関の窓口、お店など、手話対応、筆談対応できるところで掲示

・イベント等の会場で手話ができる、筆談対応する案内係がネームプレートで携帯

・緊急災害時の支援者が身につけるビブスなどに掲示

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

マークのダウンロードと詳細は下記をご覧ください。

●一般財団法人全日本ろうあ連盟公式ホームページ↓

https://www.jfd.or.jp/2016/12/01/pid15854

★障がい者緊急情報配信事業★

真庭市では市内の聴覚に障がいのある人を対象に、台風、大雨、大地震などの災害に関する情報やその

他必要な情報を、緊急事態の把握や避難の方法の第1報として携帯電話（スマートフォン）にメールで

お知らせする仕組みがあります。お知り合いの方で聴覚に障がいのある人がいらっしゃいましたら御紹

介ください。

利用には事前の登録が必要です。登録方法など、詳しくは、福祉課までお問い合わせください。

（TEL：0867-42-1581、FAX：0867-42-1369、mail：fukushi@city.maniwa.lg.jp）



第17号 7月31日

【共生社会に実現に向けての取組み情報】

★障がい者活躍支援 真庭つながり促進事業★

○真庭市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている就労継続支援事業所への緊急支援の一環

として、「障がい者活躍支援 真庭つながり促進事業」を創設しました。

この事業では、障がいのある人が働いている就労継続支援事業所で製造・販売している商品のうち、対

象商品の専用シールが貼ってある商品をお買い求めいただいた方に対し、購入費用の一部をキャッシュ

バックします。

キャッシュバックは、真庭市在住の人は購入費の５０％を還元(１人最大10,000円還元)、市外在住の

人は１０％還元(１人最大2,000円還元)となっています。

市内の７事業所から、コースターやパズルなどの木工製品、クッキーの詰め合わせやかりんとうとお茶

のセット、そうめんやそばの詰め合わせなどの食品類、パラシュートのコードを使ったペットの首輪や

リードなどたくさんの商品が対象商品として登録されています。

対象商品は、参加事業所で購入できるほか、一部は道の駅などの販売所でも販売予定です。

この機会に、就労継続支援事業所の対象商品を買って、障がいのある人の活躍を応援してください。

キャッシュバックの申込み方法など詳しいことは、真庭市ホームページをご覧ください。↓

https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/15/32422.html

第16号 7月29日

【ホストタウン関連の取組み情報】

★真庭市ホストタウン推進企画ポスターコンクール入賞作品決定！★

○真庭市では市内の東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた機運をさらに盛り上げ

ていくため、市民や市内の学校に通う児童・生徒がオリンピック・パラリンピックのことを考えるきっ

かけづくりとして、オリンピック・パラリンピック・馬術に関すること・ホストタウン相手国のドイツ

に関することなどをテーマにしたポスターを募集し、このたび、入賞作品を決定しました。入賞作品は

8月11日（火）まで蒜山ホースパーククラブハウス内、8月14日（金）から8月31日（月）までの間、

マルイアルティ店内に展示を行います。

7月23日開催の表彰式の様子がNHKのニュースで放送されました。詳しくはNHK岡山NEWSWEBをご

覧ください。↓

https://www3.nhk.or.jp/lnews/okayama/20200724/4020006059.html

ポスターコンクール入賞作品など詳しくは真庭市HPでご確認ください。↓

https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/13/32263.html

★ホストタウンの情報発信WEBサイト開設★

○内閣官房オリパラ事務局では、全国のホストタウン情報が把握できるプラットフォームとなる専用

WEBサイト「世界はもっとひとつになれる　Light up HOST TOWN Project」を開設することになり

ましたのでお知らせします。

真庭市ではドイツのホストタウンとして本WEBサイトへイベントなどの情報掲載していく予定です。

詳しくはホストタウンの情報発信WEBサイトでご確認ください。↓

https://host-town.jp/



第18号 8月6日

【共生社会に実現に向けての取組み情報】

★真庭市ホストタウン事業推進会議結成大会基調講演がMITで放送されます★

真庭市では、東京2020 オリンピック・パラリンピック大会がＳＤＧｓの理念で真庭市が目標に掲げる

共生社会の推進のきっかけととらえ、令和元年２月２０日（木）に真庭市ホストタウン事業推進会議

の結成大会を開催しました。

このたび、結成大会当日、2010 年バンクーバーパラリンピックで銀メダルを獲得した上原大祐さんに

講演いただいた様子が真庭いきいきテレビで8月中毎日放送されます。

当日ご参加いただけなかった方やもう1度聞きたい方はこの機会に是非ともご覧ください。

放送時間など詳しくは真庭いきいきテレビ番組表でご確認ください。↓

https://www.iki-iki.or.jp/cider̲doc̲download/show̲pdf?file̲id=2067

第19号 8月14日

【ホストタウン関連の取組み情報】

★真庭市ホストタウンパネル展開催★

○真庭市ではホストタウンポスターコンクール入賞作品の展示に合わせて「ドイツ」や「馬術」、「パ

ラリンピック」の概要などを紹介したパネル展を次の日程で同時開催しています。

日程：8月14日（金）から8月31日（月）

場所：マルイアルティ店内（真庭市久世2415）

第20号 8月28日

【ホストタウンドイツ関連の取組み情報】

★ドイツ映画祭２０２０in真庭中央図書館開催★

○9月18日(金)～20日(日)の間、中央図書館を会場に「ドイツ映画祭2020」を開催します。期間中は

ドイツ映画7作品計9回の上映のほか、特別講演や対談などもあります。今回の上映作品・対談等につ

いては予約が必要です。

詳しくは真庭市ホームページで御確認ください↓

https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/53/33441.html

第21号 9月23日

【共生社会の実現に向けた取組み情報】

★真庭スポーツ推進委員会ユニバーサルスポーツ研修会を開催★

○真庭スポーツ推進委員会では誰もが気軽にスポーツを楽しめるよう「ユニバーサルスポーツ」を推進

しており、令和2年9月17日（木）に委員向け研修会を開催しました。

研修では、「心のバリアフリー」関する動画の視聴や、東京2020パラリンピック種目である「ボッ

チャ」の体験を行い、ユニバーサルスポーツに対する理解を深めました。

当日の様子など詳しくは「真庭スポーツ推進委員会」facebookをご覧ください。↓

https://www.facebook.com/1086074684768768/posts/3513034615406084/?extid=tK4V7ogD

iEeTbPAD

（フォローして真庭スポーツ推進委員会の活動のチェックもお願いします！）

第22号 9月25日

【ホストタウンドイツ関連の取組み情報】

★ドイツ総領事館総領事が真庭市を訪問★

○9月18日(金)・19日（土）の2日間、ドイツ連邦共和国総領事館総領事が真庭市を訪問されまし

た。

18日は真庭市立央図書館で開催された「ドイツ映画祭2020」で講演や市長との対談をしていただ

きました。

19日は蒜山地域の施設を視察していただき、蒜山の文化などに触れていただきました。

詳しくは真庭市ホームページで御確認ください↓

https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/13/29318.html



第23号 10月2日

【共生社会に実現に向けての取組み情報】

★障がい者活躍支援 真庭つながり促進事業対象商品展示会オープニングイベント開催！★

真庭市では、障がいのある人が働く就労継続支援事業所の対象商品を購入された方に購入費用

の最大50％をキャッシュバックする「真庭つながり促進事業」を展開中です。今回、さらにこの取組

を

進め、事業の対象商品を一堂に展示するイベントを10月３日(土)から11月１日(日)までマルイアルテ

ィ店で開催します。

初日の10月3日には午前10時からオープニングイベントを開催します。また、期間中、各事業所ごと

に日を決めて、展示即売会も実施します！

展示即売会の日程など詳しくは真庭市ホームページで御確認ください↓

https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/15/32422.html

第24号 10月5日

【オリンピック聖火リレー関連情報】

★2021年東京2020オリンピック聖火リレーの実施概要が発表されました★

〇東京2020組織委員会では来年度実施する聖火リレーの実施概要を発表しました。

真庭市での聖火リレーは2021年5月20日(木)に実施を予定しています。また、走行ルートについては

従前どおり蒜山ワイナリーから蒜山ホースパークの区間の予定です。

今後、聖火リレーについて詳細がわかりましたらその都度情報提供いたします。

岡山県内の実施概要など詳しくは岡山県HPをご覧ください↓

https://www.pref.okayama.jp/page/torchrelay.html

第25号 10月9日

【馬術関連の取組み情報】

★真庭市馬術等紹介映像を制作しました★

〇真庭市では馬術を知ってもらい、盛り上げていくための紹介映像「真庭×馬術　- 馬の魅力と馬術の

楽しみ方 -」を制作し、本日、YouTube真庭市公式チャンネルにアップしました。

通常の馬術競技をはじめ、パラ馬術のルールの紹介もしています。また、手話通訳や文字情報により聴

覚に障害がある人にも対応したものも制作しています。

皆様、ぜひご覧ください。

動画は真庭市HPをご覧ください↓

https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/13/34986.html

第26号 10月26日

【共生社会実現に向けての取組情報】

★2020ボッチャ交流大会inまにわ開催★

〇（一財）真庭スポーツ振興財団では老若男女障がいのあるなしにかかわらず、すべての人が一緒

に楽しめ、競い合えるスポーツである「ボッチャ」の交流大会を次の日程で開催します。

・日程：11月23日（月・祝）

・時間：9：00（集合・受付）

・場所：久世体育館

申込み方法など詳しくは真庭スポーツ財団ＨＰをご覧ください↓

https://www.maniwa-

sports.net/mission/%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%A3%E4%

BA%A4%E6%B5%81%E5%A4%A7%E4%BC%9A/

【馬術関連の取組情報】

★原田喜市さんが八束小学校で講演会を開催しました★

○10月20日（火）に八束小学校で原田喜市さんが「オリンピックと馬術競技」という演題で講演をさ

れました。

当日の様子など詳しくは真庭こどもICTネットワークHPをご覧ください↓

https://kodomo.city.maniwa.okayama.jp/35594.html



第27号 11月11日

【共生社会実現に向けての取組情報】

★秋のスポーツ体験会開催中★

〇（一財）真庭スポーツ振興財団では誰もが一緒にできる「ボッチャ」や「車いすリレー」をはじめ

色々

なスポーツを一度に楽しめる体験会を開催中です。事前申込みは不要です。

・日程：毎週水曜日

・時間：19：30～21:00（遅参・早退自由）

・場所：久世体育館

・参加費：100円（当日集金）

詳しくは真庭スポーツ財団ＨＰをご覧ください↓

https://www.maniwa-sports.net/

【ホストタウン関連の取組情報】

★ホストタウン応援メッセージ動画公開★

○真庭市ではホストタウン相手国のドイツに向けた応援メッセージ動画を多くのホストタウンサポータ

ーにご出演いただき作成しました。この度、全国のホストタウンが掲載された専用WEBサイト「世界

は

もっとひとつになれる　Light up HOST TOWN Project」の中で公開されました。

動画について「世界はもっとひとつになれる　Light up HOST TOWN Project」をご覧ください↓

https://host-town.jp/hosttown̲message/ja/

第28号 11月27日

【共生社会実現に向けての取組情報】

★真庭市障がい福祉フォーラム開催★

○12月３日から９日は「障がい者週間」です。

真庭市では、12月６日を障がいについて知り、考える１日としていただけるよう、「真庭市障がい福

祉フォーラム」を開催します。

セミナー、映像作品上映、ワークショップ、各種展示のほか、障がい者就労支援施設商品の展示即売会

など、どのイベントも参加無料です。ぜひご来場ください。

日時　令和２年12月６日（日）　午前10時～午後４時30分

会場　真庭市落合総合センター（真庭市落合垂水618）

詳しくは真庭市ホームページをご覧ください↓

https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/15/36887.html

★2020ボッチャ交流大会inまにわ　結果報告！★

○一般財団法人真庭スポーツ振興財団では11月23日（月・祝）に真庭市内初のボッチャの大会「2020

ボッチャ交流大会inまにわ」を開催しました。

20チーム約７０名が集まり、８歳～９０歳の幅広い年齢層の障がいの有無に関係なくいろんな人が参

加されました。

大会の様子や大会結果などは真庭スポーツ振興財団ホームページをご覧下さい↓

https://www.maniwa-sports.net/information/



第29号 12月2日

【馬術関連の取組み情報】

★快挙！大川順一郎選手、全日本パラ馬術大会初優勝★

○2020年11月27日～20日、東京パラリンピック本番会場である日本中央競馬会馬事公苑で開

催された第4回全日本パラ馬術大会（主催・日本障がい者馬術協会）にて、蒜山ホースパーク所属

の大川順一郎選手（60歳）がグレードⅡで初優勝を飾りました！

詳しくはParaphotoホームページをご覧ください↓

https://www.paraphoto.org/?p=26328

【共生社会実現に向けての取組情報】

★パラアイスホッケー銀メダリスト上原大祐さんが市内小学校で授業★

○2020年11月30日、12月1日の2日間、パラアイスホッケー銀メダリスト上原大祐さんにお越しいた

だき、市内小学校3校で障がい者の立場で考えることの大切さを学ぶ授業をしていただきました。八

束小学校での授業をNHKに取材していただきました。

詳しくはNHKNEWSWEBをご覧ください↓

https://www3.nhk.or.jp/lnews/okayama/20201130/4020007225.html

第30号 1月12日

【共生社会に向けた取組】

★ユニバーサルスポーツフェスティバル2021開催★

真庭市では1月24日（日）午前10時から白梅総合体育館で「ユニバーサルスポーツフェスティバル

2021」を開催します。ボッチャ、フライングディスク、車いすバスケなどのパラスポーツやARを使っ

たまゆげリフティング、点字ブロックを使ったゆるスポーツの体験、馬とのふれあい体験など多数用意

しています。

対象は真庭市在住の方で事前申込は不要です。当日は屋内シューズを持参ください。

詳しくは真庭市HPをご覧ください。↓

https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/13/37523.html

【オリンピック聖火リレー関連情報】

★東京2020オリンピック聖火リレー真庭市ボランティアスタッフ募集★

新型コロナウイルスの影響により延期となりましたオリンピック聖火リレーは、2021年3月25日福島

県をスタートした後、121日（移動日を含む）かけて日本全国858市区町村で実施されます。

真庭市では5月20日（木）に蒜山ワイナリーから蒜山ホースパークの区間でオリンピック聖火リレーが

実施されます。聖火ランナーの走る沿道での走路確保や観覧者整理などにご協力いただける「ボラン

ティアスタッフ」を募集しています。応募期限は1月29日（金）です。

応募方法など詳しくは真庭市HPをご覧ください。↓

https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/13/21737.html

第31号 1月29日

【共生社会に向けた取組】

★令和２年度真庭SDGs円卓会議を開催 ★

真庭市総合政策課では令和2年度真庭SDGs円卓会議を下記のとおり開催します。

1.日程　令和３年２月９日（火）　午後６～８時

2.場所　エスパスホール（真庭市鍋屋17-1）

3.内容　障がい者雇用に早くから取り組む事業者の事例紹介やパネルディスカッションなど

申込方法など詳しくは真庭市HPをご覧ください。↓

https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/3/1049.html



第32号 2月5日

【ドイツホストタウンの横連携取組情報】

★オンラインドイツ料理教室（2/14開催）【岩手県雫石町】★

真庭市ではドイツのホストタウンとして登録している全国の自治体と連携してドイツホストタウンの活

動を盛り上げるべく取り組んでいます。

今回は岩手県雫石町が実施するオンラインドイツ料理教室をご紹介します。（他県からの申込みも可能

です。）

1.日程　令和3年2月14日(日)　１０時～１２時

2.場所　ご自宅で（Zoomでのオンライン講座）

3.参加料　無料（食材は各自用意）

4.申込期限　令和3年2月12日(金)

内容や申込方法、ドイツ料理のレシピなど詳しくは岩手県雫石町HPをご覧ください。↓

https://www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2020120200034/

第33号 3月22日

【ドイツホストタウンの横連携取組情報】

★ドイツホストタウンオンライン交流事業のご紹介★

真庭市を含む全国のドイツホストタウン5自治体が連携し、参加自治体在住の高校生が、ドイツ文化を

基礎学習した上で、スポーツを通じた共生社会の在り方や地域活性化をテーマにドイツ在住の関係者へ

取材・議論するオンライン交流事業「高校生がドイツの事例から考えるスポーツを通じた共生社会・地

域活性化への提言」を行いました。

ドイツの取り組みを参考に、取材成果をまとめ、施策として2月21日（日）に開催されたホストタウン

サミット2021 で参加自治体首長などに対して発表を行いました。

この度、発表の様子がYouTubeに公開されましたのでお知らせいたします。皆さま是非ともご覧くだ

さい。

URL：https://www.youtube.com/watch?v=UKgnXhp2fqw

あわせて、読売教育ネットワークのWEBサイトには発表の際の資料が掲載されていますのでこちらも

併せてご覧下さい。

URL：https://kyoiku.yomiuri.co.jp/gakko/contents/post-463.php

また、2月21日（日）に開催されたホストタウンサミット2021について、ホストタウン専用サイトに

てアーカイブページが公開されました。真庭市の取組も掲載されていますのでこちらも併せてご覧くだ

さい。

https://host-town.jp/summit/archive

第34号 4月23日

【ホストタウンドイツ関連の取組み情報】

★ドイツ×真庭市　ホストタウンフレーム切手販売開始★

ドイツのホストタウンである真庭市と日本郵便株式会社中国支社とが協力し、ホストタウンフレーム切

手を作成しました。このたび、４月２０日（火）から市内郵便局、東京中央郵便局などにおいて販売が

開始されました。

商品内容などについて詳しくは郵便局HPをご覧ください↓

https://www.post.japanpost.jp/kitte̲hagaki/stamp/frame/detail.php?id=1742



第35号 5月13日

【オリンピック聖火リレー関連情報】

★真庭市での東京2020オリンピック聖火リレーの中止が決定★

〇真庭市で実施を予定していました2021年5月20日(木)の聖火リレーは、新型コロナウイルス感染急

増を受けて、岡山県内全域で公道での聖火リレーが中止となったことから真庭市でのミニセレブレー

ションを含めた聖火リレーも中止となりました。

また、聖火リレーにあわせて予定をしていた聖火リレールート及びその周辺での交通規制も行いませ

ん。

聖火リレーを楽しみにされていた皆さまには大変申し訳ありませんが、なにとぞご理解のほどよろしく

お願い申し上げます。

第36号 5月20日

【オリンピック聖火リレー関連情報】

★岡山県での東京2020オリンピック聖火リレー★

新型コロナウイルスの感染急増を受けて、公道での聖火リレーの実施が中止となった岡山県で

は5月19日と5月20日の2日間、開催内容を両日ともセレブレーション会場で無観客（関係者を除

く）での点火セレモニーに変更して実施されます。

真庭市を走行予定だった聖火ランナーは本日5月20日に参加予定です。

聖火リレーの様子はNHKの聖火リレーサイドでご覧いただけます。

○NHKの東京2020オリンピック聖火リレーライブストリーミングはこちら↓

https://sports.nhk.or.jp/olympic/torch/schedules/26̲okayama/

○東京2020オリンピック聖火リレー岡山県内の開催内容変更についてはこちら↓　

https://olympics.com/tokyo-2020/ja/torch/news/news-20210517-04-ja

★馬場馬術の原田喜市選手、東京五輪を断念★

真庭市在住で馬場馬術競技の東京五輪代表有力候補であった原田喜市選手が新型コロナウイル

スなどの影響で代表選考の舞台となる欧州への渡航が困難となったため東京五輪出場を事実上

断念されました。

詳しくはこちらをご覧ください。↓

https://www.sanyonews.jp/article/1131769

第37号 6月18日

【共生社会に向けた取組】

★手話出前教室★

楽しく手話言語を学んでみませんか？あなたの近くに手話教室を「出前」します。

「手話であいさつをしたい！」「　少し手話言語を学んでみたい！」このようなご要望にお応

えして出前手話教室を実施しています。

○自治会、町内会、会社、お店、サークルなどの身近な集まりの場所に伺います。

○費用は無料です。

○手話教室の時間は概ね90分程度です。

○申込書の提出をお願いしています。（遅くても2週間くらい前までにお願いします）

まずは真庭市健康福祉部福祉課にご相談ください。（電話　0867ｰ42ｰ1581　FAX　0867-42-1369

）

詳しくは真庭市ホームページをご覧ください。↓

https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/15/44336.html



【オリンピック関連の情報】

★東京2020オリンピック馬術競技のテレビ中継★

7月24日(土)から開催される「東京2020オリンピック馬術競技」のテレビ中継についてお知らせしま

す。

放送局：グリーンチャンネル　※無料放送

ＢＳ・ＣＳを利用できる環境では無料でご視聴いただけます。

放送スケジュールについてはこちらをご覧ください↓

https://www.greenchannel.jp/program/olympics2020̲equestrian.html

※馬場馬術競技の解説に原田喜市さんが出演されます。

【ホストタウン関連の取組】

★ドイツウィーク2021★

8月2日～8月8日は全国のホストタウンで様々なイベントが開催されます。

期間中、真庭市では中央図書館でドイツやパラスポーツなどを紹介した特設コーナーを設置しているほ

か、最終日の8月8日(日)には次のイベントを開催します。

○ドイツの絵本オンライン読み聞かせ交流会

ZOOMでホストタウン同士を結んで、オンラインでのドイツの絵本の読み聞かせやクイズをします。

日時：2021年8月8日(日)14:00～15:00

場所：中央図書館3階映像シアター(定員26名)

対象：親子で一緒に楽しめます。

申込：中央図書館まで（44-2012)

※ZOOMにアクセスできればお家からでもご参加いただけます。お家から参加する場合の申込はこちら

→https://tinyurl.com/kmf69n9r

○図書館でボッチャ

時間中パラリンピック種目の「ボッチャ」体験コーナーを設置します。事前申込不要！初めての方もお

気軽にご参加ください。

日時：2021年8月8日（日）10:00～16:00

場所：中央図書館3階会議室

詳しくは真庭市ホームページをご覧ください。↓

https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/15/44336.html

第39号 7月28日

【ホストタウン関連の情報】

★ホストタウンハウスオープン★

7月23日(金)のオリンピック開会にあわせて、オンラインで「ホストタウンハウス」がオープンしまし

た。「ホストタウンハウス」では全国のホストタウンの取組が紹介されます。真庭市では全国のドイツ

ホストタウンと連携して取り組む「ドイツでつながる！ホストタウン連携プロジェクト」に参加してい

ます。現在は連携自治体と作成した「応援リレーメッセージ動画」が掲載されています。応援リレー

メッセージ動画には真庭市からは勝山高校蒜山校地、真庭高校落合校地、湯原中学校の生徒が出演して

います。

ホストタウンハウスのサイトはこちらをご覧ください↓

https://host-town.jp/house

ドイツでつながる！ホストタウン連携プロジェクトのサイトはこちらをご覧ください↓

https://host-town.jp/project/germany#problem-solving

【共生社会の実現に向けた取組情報】

★市役所に「ボッチャ」体験コーナーを設置★

真庭市では、誰でも楽しめる「ボッチャ」を多くの市民の方にボッチャを知って、体験してもらえるよ

う、市役所本庁舎・各振興局に体験コーナーを設置しました。

詳しくは真庭市ホームページをご覧ください。↓

https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/13/46098.html

第38号 7月21日



【オリンピック関連の情報】

★東京2020オリンピック馬場馬術競技結果★

7月24日(土)から開催されている「東京2020オリンピック馬術競技」で馬場馬術競技が終了し、個

人・団体共にドイツチームが金メダルを獲得されました。

引き続き総合馬術、障害馬術では日本チームとともにドイツチームの応援よろしくお願いします。

競技結果や映像についてはNHKホームページをご覧ください↓

https://sports.nhk.or.jp/olympic/schedules/sports/equestrian/

【ホストタウン関連の情報】

★ホストタウンハウスで真庭市の取組が紹介されています★

ホストタウンサポーター情報（第39号）で「ホストタウンハウス」をお知らせしましたが、この中で

パラ馬術のドイツ人パラリンピアンであるアンジェリカ・トラバートさんが川上小学校を訪問されて授

業をされた様子が「パラリンピアンも登場ホストタウンでの訪問授業」として紹介されていますのでお

知らせします。

動画を直接ご覧いただけるURLは以下のとおりです↓

https://www.youtube.com/watch?v=eDWlVnQUG2I

★ドイツパラ馬術チームの公式チームソング★

ドイツのパラ馬術チームの公式チームソングがYouTubeに公開され、映像の中でアンジェリカ・トラ

バートさんが出演されています。

動画のURLは以下のとおりです↓

https://m.youtube.com/watch?v=fZgMs2H6TnE

第40号 7月30日



【ホストタウン関連の取組情報】

★「ホストタウン高校生がドイツから学び・考える地域の課題解決」発表会★

真庭市では、全国のドイツホストタウン自治体と連携して、高校生がスポーツを通じた「共生社会の実

現」や「地域活性化」の現状と課題をテーマに学習し、日本・ドイツの関係者への取材等を踏まえ、自

分たちが住む自治体から提示された課題に対して「課題解決のために自分たちができること」という形

式でまとめた取材成果の発表を行います。真庭市から真庭高等学校落合校地と勝山高等学校蒜山校地の

生徒各1名が参加しています。ぜひご視聴ください。

日　時　令和３年8月21日（土）午後4時00分～午後5時35分

場　所　ZOOM（ウェビナー形式）

一般視聴者向けのZOOMウェビナーURL

https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2F

j%2F87470518849%3Fpwd%3DbkV5OElkSjl0VStwaklYa2w2M25UQT09&amp;data=04%7C01

%7Csand1285%40yomiuri.com%7C9220fc55fc034147d71f08d95ba200f8%7C65776596454c

44d4bac31973d19adbd7%7C0%7C1%7C637641573620063289%7CUnknown%7CTWFpbGZs

b3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000

&amp;sdata=lPP3GViEQCgzz02rAmUj1O67DbMSXO%2B%2BzBEzYU%2FIu58%3D&amp;rese

rved=0

パスコード：740067

※IDでアクセスする場合はこちらから　　ウェビナーID：874 7051 8849　　　パスコード：74

0067

【パラリンピック関連の取組情報】
★NHKオンラインパブリックビューイング(キッズイベント)募集中！★
NHK2020東京オリンピック・パラリンピック実施本部ではNHKオンラインパブリックビューイングの参加者を募集
しています。
これは、パラリンピック期間中に下記の３つの競技の生中継をご自宅などテレビでご覧いただきながら、オンライ
ン会議システムを使って、参加者と一緒に選手を応援するキッズイベントです。イベントの様子はテレビ中継で
紹介されることがあります。ぜひ、下記URLよりご応募ください。
●8/25(水)　ゴールボール　※締め切り8/16(月)
pid.nhk.or.jp/event/PPG0344965/index.html
●8/26(木)　車いすバスケ　※締め切り8/17(火)
pid.nhk.or.jp/event/PPG0345005/index.html
●8/27(金)　車いすラグビー　※締め切り8/18(水)
pid.nhk.or.jp/event/PPG0344992/index.html

第42号 8月24日

【パラリンピック関連の情報】

★東京2020パラリンピック馬術競技の放送★

8月26日(木)から開催される「東京2020パラリンピック馬術競技」のテレビ放送についてお知らせし

ます。

放送局：グリーンチャンネル　※無料放送

ＢＳ・ＣＳを利用できる環境では無料でご視聴いただけます。

放送スケジュールについてはこちらをご覧ください↓

https://www.greenchannel.jp/wordpress/wp-

content/uploads/2021/08/oshirase̲20210816.pdf

また、WEBの東京2020パラリンピックNHK特設サイトでもライブ配信される予定です↓

https://sports.nhk.or.jp/paralympic/sports/equestrian/

第41号 8月16日



【パラリンピック関連の情報】

★【急募！】東京2020パラリンピック馬術競技のドイツ選手共同応援参加者募集★

ZOOMを利用して東京2020パラリンピック馬術競技のドイツ選手共同応援を行います。

後日、ZOOMを利用して出場したドイツ選手との交流を予定しています。

日時：8月29日(日)19:15～20:45頃

内容：ZOOMで参加してパラ馬術団体グレードⅣのドイツ選手をドイツ在住の市民と共に応援し

ます。

視聴方法：NHKオンライン特設サイト（競技観戦）及びZOOM（共同応援）

詳しくは真庭市ホームページをご覧ください↓

https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/13/47217.html

★東京2020パラリンピック馬術競技の放送★

サポーター情報(第42号)でお知らせしました「東京2020パラリンピック馬術競技」のテレビ放送につ

いて放送時間が一部変更になりましたのでお知らせします。

放送局：グリーンチャンネル　※無料放送

ＢＳ・ＣＳを利用できる環境では無料でご視聴いただけます。

変更後の放送スケジュールについてはこちらをご覧ください↓

https://www.greenchannel.jp/wordpress/wp-

content/uploads/2021/08/oshirase̲20210823.pdf

【パラリンピック採火式の情報】

★岡山県での東京2020パラリンピック聖火フェスティバル★

東京2020パラリンピック聖火リレー岡山県聖火フェスティバルが開催されました。

真庭市を含む各市町村の採火の様子や県集火・出立式、東京での集火式の様子が県ホームページからご

覧いただけます。

東京2020パラリンピック聖火フェスティバル岡山県サイト↓

https://www.pref.okayama.jp/page/648377.html

第43

-2号
8月29日

【パラリンピック関連の情報】

★【本日開催】東京2020パラリンピック馬術競技のドイツ選手共同応援競技開始時間★

サポーター情報（第43号）でお知らせしたドイツ選手の競技開始時間が決定しましたのでお知らせし

ます。

日時：8月29日(日)19:22～（共同応援は19:15～20:00予定。19:05からZOOM入室可）

内容：ZOOMで参加してパラ馬術団体グレードⅣのドイツ選手をドイツ在住の市民と共に応援します。

視聴方法：NHKオンライン特設サイト（競技観戦）及びZOOM（共同応援）

お願い：応援メッセージを書ける紙とペンをご用意ください

第43号 8月27日



【共生社会の実現に向けた取組情報】

★【参加者募集】令和3年度真庭市障がい者スポーツ指導員（初級）養成講習会★

真庭市では今年度「障がい者スポーツ指導員（初級）養成講習会」を初めて開催します。全課程修了者

は（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登録申請もできます。真庭市

内で受講できる貴重な機会です。

日時：11月13日(土)10:30～16:00講義、11月14日(日)9:10～16:30講義・実技、11月23日(火

祝)9:10～16:40講義、12月18日(土)9:30～16:15講義・実技

場所：勝山文化センター(講義)、勝山スポーツセンター(実技)

内容：障がい者や障がい者スポーツ、安全管理などに関する基礎的な知識についての講義や、障がい者

に対応するための基本的な技術習得のための実技など

定員：30人(先着順)

参加費：無料

申込締切：10月22日(金)必着

開催要項や申込書など詳しくは真庭市ホームページをご覧ください↓

https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/13/46534.html

【ホストタウン関連の取組情報】

★「ドイツ応援かわり屏風」市役所に展示中★

真庭市では全国のドイツホストタウン10自治体と協力して日本古来のおもちゃをモチーフにした「ド

イツ応援かわり屏風」を作成しました。ドイツ応援かわり屏風は、参加自治体を巡回展示しており、こ

のたび真庭市に届き、市役所に展示しています。

展示の様子などが真庭いきいきテレビで紹介され、その内容がYouTubeに掲載されていますのでご覧

ください↓

https://www.youtube.com/watch?v=X5TYKMvPAqY

第44号 9月3日


