
1.会議

年月日 内容 場所

通常役員会

・平成28年度事業報告及び収支報告について

・平成29年度事業計画案及び予算案について

・後援会役員の選任について

役員会

・平成30年度に向けて

2.競技活動支援

年月日 内容 場所

平成29年4月8日 静岡ボッチャ有志合同練習会 沼津市片浜地区センター

平成29年4月21日
   　～平成29年4月23日

日本ボッチャ協会 第1回 強化合宿 大阪市舞州障がい者スポーツセンター

平成29年4月27日 ヤマハとの車いす改良に関する打ち合わせ ヤマハ発動機株式会社 本社

平成29年5月7日 静岡ボッチャ有志合同練習会 沼津市片浜地区センター

平成29年5月12日
   　～平成29年5月14日

日本ボッチャ協会 第2回 強化合宿 大阪市舞州障がい者スポーツセンター

BISFed 2017 Asia and Oceania Championships

→　団体戦TeamsBC1/BC2：準優勝、個人戦BC2：第9位

第14回 浜松ボッチャ大会

→　個人戦CPの部：優勝

平成29年6月17日 日本ユニバーサルボッチャ連盟 ボッチャクリニック 有限会社伊豆介護センター本社

平成29年6月20日 東京2020特別強化委員会 強化選手ヒヤリング
公益財団法人日本障がい者スポーツ協
会

平成29年6月20日 キネシオテーピング法の相談 キネシオスペース・ルナ

平成29年6月23日
   　～平成29年6月25日

日本ボッチャ協会 第3回 強化合宿
国立障害者リハビリテーションセン
ター

平成29年7月2日 平成29年度　アスリート助成選定者研修会
味の素ナショナルトレーニングセン
ター

平成29年7月4日 松永製作所との車いす改良に関する打ち合わせ 株式会社松永製作所 本社

平成29年7月14日
   　～平成29年7月16日

日本ボッチャ協会 第4回 強化合宿 大阪市舞州障がい者スポーツセンター

平成29年8月5日 静岡ボッチャ有志合同練習会 沼津市片浜地区センター

平成29年8月7日 ヤマハ・松永製作所との車いす改良に関する打ち合わせ ヤマハ発動機株式会社 体育館

平成29年8月13日 日本ボッチャ協会 東海地区ボチトレ 常葉大学 浜松キャンパス

平成29年8月16日
   　～平成29年8月20日

日本ボッチャ協会 第5回 強化合宿 スポーツの杜鈴鹿

平成29年9月2日 静岡ボッチャ有志合同練習会 沼津市片浜地区センター

平成29年9月3日 所属チーム（BLACK x WHITE）練習会 静岡県立静岡南部特別支援学校

平成29年9月9日 日本ボッチャ協会トレーナーを招き個人練習 有限会社伊豆介護センター本社

平成29年9月15日
   　～平成29年9月17日

日本ボッチャ協会 第6回 強化合宿 大阪市舞州障がい者スポーツセンター

第18回 静岡県障害者スポーツ大会（わかふじ大会）

→　団体戦（チーム戦）：優勝

BISFed 2017 Bangkok World Open

→　団体戦TeamsBC1/BC2：優勝、個人戦BC2：優勝

平成29年10月28日 パーソナルスタッフを招き個人練習 有限会社伊豆介護センター本社
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平成29年5月21日
   　～平成29年5月29日

香港

平成29年6月4日 浜松アリーナ

平成29年10月2日
   　～平成29年10月10日

タイ・バンコク

平成29年9月23日 清水総合運動場 体育館

平成29年度 ボッチャ・杉村英孝後援会 事業報告書

平成29年4月21日 有限会社伊豆介護センター本社

平成30年3月28日 有限会社伊豆介護センター本社



第8回 あしたか杯

→　団体戦：優勝（BLACK X WHITE）

第19回 日本ボッチャ選手権大会（本大会）

→　個人戦BC2：優勝

2017ジャパンパラボッチャ競技大会

→　団体戦TeamsBC1/BC2：準優勝

平成29年12月2日 静岡ボッチャ有志合同練習会 沼津市片浜地区センター

平成29年12月4日 ヤマハ・松永製作所との車いす改良に関する打ち合わせ ヤマハ発動機株式会社 体育館

平成29年12月15日
   　～平成29年12月17日

日本ボッチャ協会 第7回 強化合宿 大阪市舞州障がい者スポーツセンター

第5回 日本ユニバーサルボッチャ選手権大会

→　団体戦：準優勝（BLACK X WHITE）、個人戦：優勝

2018ボッチャ東京カップ

→　団体戦：優勝（火ノ玉JAPAN Aチーム）

平成30年2月3日 静岡ボッチャ有志合同練習会 沼津市片浜地区センター

平成30年2月9日
   　～平成30年2月11日

日本ボッチャ協会 第8回 強化合宿 大阪市舞州障がい者スポーツセンター

平成30年3月3日 静岡ボッチャ有志合同練習会 沼津市片浜地区センター

平成30年3月12日
   　～平成30年3月14日

日本ボッチャ協会 第9回 強化合宿 三重県営サンアリーナ

BISFed 2018 Ise Boccia Regional Open

→　団体戦TeamsBC1/BC2：優勝、個人戦BC2：優勝

随時 個人練習時の補助等 有限会社伊豆介護センター本社

随時 競技に係わる用具等の支援

随時 その他競技活動に係わる支援

3.普及活動等支援

年月日 内容 場所

平成29年5月6日
NO LIMITS SPECIAL 2017 上野　～頭脳ゲーム「ボッ
チャ」スペシャルエキシビション～　ゲスト

上野恩賜公園竹の台広場

平成29年5月31日 国会ボッチャクラブ設立総会　出席 衆議院第2議員会館

平成29年6月11日
あいち強化指定選手認証式＆メダリスト等によるトーク
セッション　ゲスト

ウィルあいち

平成29年6月13日 新宿区学校派遣事業　講師 新宿区立鶴巻小学校

平成29年6月18日 ボーイスカウト伊東第5団 ボッチャ体験会　講師 有限会社伊豆介護センター本社

日本ボッチャ協会 ボッチャキャラバン in 長野県　講師

パラリンピアンがやってきた！子どもたちとの交流教室
　／　「パラリンピアン交流イベント」

平成29年7月11日
   　～平成29年7月12日

日本ボッチャ協会 ボッチャキャラバン in 青森県　講師 青森県立八戸第一養護学校

平成29年7月21日
第2回 全国特別支援学校ボッチャ大会（ボッチャ甲子
園）　ゲスト

港区スポーツセンター

平成29年7月28日 PREMIUM BOCCIA FRIDAY～ボッチャ企業対抗戦～　ゲスト OOTEMORI 大手町タワー

平成29年8月3日 静岡県特別支援学校体育連盟　指導力向上研修Ⅱ　講師 静岡県立中央特別支援学校

平成29年8月10日
   　～平成29年8月11日

日本ボッチャ協会 ボッチャキャラバン in 静岡県　講師
清水ナショナルトレーニングセンター
　／　静岡南部体育館

平成29年8月23日 CYBER BOCCIA プレス発表会　出席
株式会社ワン・トゥー・テン・ホール
ディングス 東京オフィス

平成29年9月5日 障害者スポーツ応援隊派遣事業　講師 静岡県立浜北特別支援学校
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平成30年1月6日
   　～平成30年1月7日

横浜ラポール

平成30年3月15日
   　～平成30年3月22日

三重県営サンアリーナ

平成29年11月4日 あしたか太陽の丘

平成29年11月10日
　    ～平成29年11月12日

府民共済SUPERアリーナ

平成30年1月27日 日本大学三軒茶屋キャンパス

平成29年11月17日
　    ～平成29年11月19日

武蔵野市総合体育館

飯綱町立牟礼西小学校
　／　東御中央公園 第1体育館

平成29年6月30日
   　～平成29年7月1日



平成29年9月12日 障害者スポーツ応援隊派遣事業　講師 静岡県立掛川特別支援学校 御前崎分校

平成29年9月14日 新宿区学校派遣事業　講師 新宿区立淀橋第四小学校

平成29年11月23日 フジテレビ「PARA☆DO！ TAKE＆LIVE」　ゲスト
MEGAWEB パレットタウン（トヨタ展示
ショールーム）

平成29年11月25日
TOYOTA×WOWOW「WHO I AM」 IMPOSSIBLE CHALLENGE
FIELD　ゲスト

東京ミッドタウン

平成30年1月25日 伊豆の国市立長岡南小学校　総合的な学習　講師 伊豆の国市立長岡南小学校

平成30年1月28日
「ボッチャパラリンピックアスリート・杉村さんを囲ん
で」交流体験イベント　講師

有限会社伊豆介護センター本社

平成30年2月1日 三島市立向山小学校　総合的な学習　講師 三島市立向山小学校

平成30年2月19日
中央区立宇佐美学園　オリンピック・パラリンピック交
流学習　講師

中央区立宇佐美学園

平成30年2月22日 障害者スポーツ応援隊派遣事業　講師 静岡県立東部特別支援学校

平成30年3月4日
Ｇ handsプロジェクト　パラスポーツ体験イベント　参
加

東京ドーム

平成30年3月5日
日本ボッチャ協会　BISFed 2018 Ise Boccia Regional
Open　開催発表会見　出席

日本財団ビル パラリンピックサポート
センター

4.その他活動支援

年月日 内容 場所

平成29年4月5日
【式典関係等】静岡県・浙江省友好提携35周年記念式
典、交流会　出席

ホテルセンチュリー静岡

平成29年4月15日 【式典関係等】内閣総理大臣主催「桜を見る会」　出席 新宿御苑

平成29年6月9日
【式典関係等】日本ボッチャ協会 国際大会開催発表会見
出席

三重県庁 記者クラブ

平成29年6月9日 【式典関係等】三重県知事表敬訪問 三重県庁

平成29年6月16日 【取材等】毎日新聞社（津支局） 電話にて

平成29年6月17日 【取材等】社会福祉法人 木下財団 有限会社伊豆介護センター本社

平成29年6月21日
【式典関係等】伊東市長表敬訪問（BISFed 2017 Asia
and Oceania Championships出場報告）

伊東市役所

平成29年6月24日
 【取材等】BS日テレ「ストロングポイント　ボッチャ
SP」

新宿スポーツセンター

平成29年8月15日
【取材等】BS日テレ「ストロングポイント ボッチャ 杉
村英孝」

有限会社伊豆介護センター本社

平成29年8月28日
   　～平成29年8月29日

【取材等】BS日テレ「ストロングポイント ボッチャ 杉
村英孝」

有限会社伊豆介護センター本社

平成29年10月11日 【取材等】伊豆新聞社、NHK静岡放送局 有限会社伊豆介護センター本社

平成29年10月12日 【取材等】静岡新聞社 有限会社伊豆介護センター本社

平成29年10月20日 【取材等】CVA放送局 有限会社伊豆介護センター本社

平成29年10月30日
【式典関係等】伊東市長表敬訪問（BISFed 2017 Bangkok
World Open出場報告）

伊東市役所

平成29年11月14日 【取材等】伊豆新聞社、静岡新聞社、毎日新聞社 有限会社伊豆介護センター本社

平成29年11月29日 【取材等】NHK静岡放送局 有限会社伊豆介護センター本社

平成30年1月22日 【取材等】静岡新聞社 有限会社伊豆介護センター本社

平成30年3月23日 【取材等】NHK静岡放送局、伊豆新聞社、CVA放送局 有限会社伊豆介護センター本社

随時 ホームページの運営

随時 イベント・講演・取材等のスケジュール管理、支援
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日本ボッチャ協会 ボッチャキャラバン in 佐賀県　講師

嬉野市社会文化会館リバティ
嬉野市立大草野小学校
嬉野市立塩田小学校
佐賀県立うれしの特別支援学校

平成30年2月12日
   　～平成30年2月14日


