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１．ボランティアの募集
スペシャルオリンピックス（SO）では、障害者本人（アスリート）の地域での活動を支えるのは、アスリートの保護者
（ファミリー）と、ボランティアたちです。ボランティアは、大きくは、二つに分けることができます。
一つは、SO の各種活動全般をお手伝いいただくボランティアです。フロアホッケーや水泳などの各種スポーツプログラ
ムを体育館やプールで開催するときは、受け付けや道具運びのお仕事があります。また、ファミリーが一緒に連れてきた
小さな子供たちの託児など、スポーツプログラムを影で支えるいろいろな仕事があります。
スポーツプログラムの場面以外でも、いろいろなお仕事がありますよ。いま、お読みいただ
いている会報（ハートフルニュース）に載せるイラストを描いていただいたり、会報発送のた
めの袋詰め。あるいは、アスリートを自宅からプログラム会場へ送迎する仕事なども、全国各
地で、SO の活動として定着しています。
富山では、これらのお仕事には、まだまだファミリー（親）が多く係わっています。ゆくゆ
くは、なるべく早く、親以外のボランティア中心の運営に軸足を移して行きたいと考えていま
す。みなさん、SO の活動の輪を広げるために、お知り合いの方々で、
「よし、地域の障害者福祉を手伝ってみよう」とい
うお気持ちのある方を、大勢お誘いいただけますようお願いします。
もう一つのボランティアは、スポーツプログラムのコーチとしてお手伝いいただくボランティア
です。コーチになっていただくには、コーチクリニック（普通のボランティアがコーチとして活動
するために必要な研修）と 10 時間の活動実績が必要になります。昨年から富山でフロアホッケーの
プログラムを始めるにあたり、
ファミリーとボランティアで 22 人がコーチクリニックを受けました。
その後、12 人が 10 時間以上の活動を経て、正式なコーチとして認定されています。
また SO では、日々のスポーツプログラムでは、一定の活動のあとに、大会への参加が求められて
います。アスリートたちがこの大会に参加するには、コーチクリニックを受けたコーチの指導のも
とに活動をしたという記録が必要になります。
というわけで、スポーツプログラムを運営していくには、SO が開催するコーチクリニックを受けたボランティアが必須
なのです。現在、富山ではフロアホッケー12 人のほか、水泳で 1 人のコーチクリニック修了者がコーチに認定されて活動
しています。コーチクリニックは、わざわざ東京などへ出向く必要はありません。講師となる専門家が富山に来て研修が
行われますので、みなさま、お気軽にクリニックに参加してください。

２．ボウリングのコーチクリニック
前回のハートフルニュース（5 月 5 日、No.8）でもお伝えしたとおり、富山では、スポーツプログラムのメニューにボウ
リングを加えて、活動の輪を広げていこうとしています。準備会では、次の日時で、ボウリングプログラムのコーチクリニ
ックを予定しています。お誘いあわせのうえ、大勢の方の参加をお待ちしています。ご参加の方は、最後の応募用紙に記入
していただき、ファックスでご連絡をお待ちしています。
■ボウリングプログラムのコーチクリニック
•
日 時：平成 16 年 6 月 20 日（日）10:00～15:30
•
受 付：午前 9 時 30 分～
•
場 所：ノースランドボウル呉羽 会議室
•
参加料：500 円
•
内 容：ゼネラルオリエンテーション（ＳＯ概論）
、アスリート理解、
•
ボウリング実技講習及び実技
•
準 備：筆記用具
•
服 装：動きやすい服装（Ｇパン、スカートはだめ）
上はポロシャツかＴシャツ、下はジャージ等。靴下やタオルもお忘れなく！
•
昼 食：各自
・締め切り：ファックスで事務局へ 6 月 13 日必着

３．プログラムの日程
フロアホッケー

水泳

月日
6月5日（土）
6月19日（土）
7月3日（土）
7月17日（土）
8月28日（土）

時間
9:30～11:30
9:30～11:30
9:30～11:30
9:30～11:30
9:30～11:30

場所
大島町農村環境改善センター
大島町農村環境改善センター
大島町農村環境改善センター
大島町農村環境改善センター
大島町農村環境改善センター

体育館
体育館
体育館
体育館
体育館

ただいま調整中です。参加者に直接、ご連絡いたします。

４．お茶会
SO イベントとして、お茶会をしますよ！ みなさん、ぜひ、お出かけください。
•
日 時：平成 16 年 6 月 27 日（日）
、午前 9 時～午後 2 時
•
場 所：北日本新聞社 新川支社
•
参加料：2000 円／人
•
後 援：北日本新聞社
•
今回協、力していただけるのは、裏千家の泉宗津さん（富山市針原）です。泉さんの茶道教室に通われている方々のご
協力をいただき、SO では SO 活動のＰＲも兼ねて一緒に実施するものです。いい機会ですので、日ごろから運動中心のこ
の会で、アスリートに落ち着いた“日本の心”を体験させてみてはいかがですか？
■ 参加者の連絡
当日、予約なしで会場へ直接行かれてもかまいません。しかし、人数の把握の関係もありますので、参加をご希望の
方は、なるべく、事前にお電話をいただきたいと思います。なお、現在活動中のアスリートたちは、フロアホッケーや水
（お電話は事務局まで）
泳プログラムのときに、コーチに参加費をお渡しいただくのがベストです！

５ ．フ ロアーホッ ケー第２ 期生のお試しプログラムを開催しました
今年の 2 月 27～29 日、長野市で開催された SO 全国大会では、昨年から練習して
いた第１期生のアスリートたちが出場し、見事に銀メダルと銅メダルを獲得してき
ました。第２期となる今年も、説明会には 60 人の参加があり、今後に大いに期待さ
れています。現在は１箇所での活動ですが、今後は人数が増えれば、県内に２箇所
くらいの練習会場を設定し、競技人口を拡大していきたいと思っています。みなさ
ん、学校や施設の仲間に声をかけて、どんどん参加者を増やしていきましょう！

６．500 万人トーチラン！
“トーチラン”って知っていますか？ トーチとはたいまつ
のことですよ。 ・・・たいまつ、って分かりますか？ うー
ん。先の方で火が燃えている棒？ 戦国時代のドラマでは、戦
の陣地でお侍さんが持っていましたね。でも、ここでは、聖火
ランナーが持つ、聖火のことを言います。そうです、トーチラ
ンは聖火リレーのことなんですよ！
SO にも、聖火リレーがあるのです。来年、長野市で開催され
る“2005 年スペシャルオリンピックス冬季世界大会－長野”に
向けて、ギリシャで採火された火が、日本に運ばれ、国内の各
地を廻って、最後には長野市の開会式に到着するのです。その
聖火リレー（トーチラン）が、途中で、富山にも寄ります。富
山でも、SO の聖火リレーが行われるのです。参加して走っても
らうのは、あなたですよ！
富山市では、10 月 11 日（祝）に、富山市新保の県総合運動公園から県庁前公園（噴水公園）までの間９Km で、41 号線を
使った一大イベントが計画されています。富山市議会議員の村上和久さんに実行委員長を務めてもらうことになりましたの
で大安心です。トーチランは、距離の長さは関係ありません。富山市以外でもアスリートの地元など、いろんなところで企
画して盛り上げていきましょう。また、参加者を募集しますから、お楽しみに ネ。

７．小杉のみこし祭り
８月７日（土）
、小杉町役場前のメインストリートで、恒例のみこし祭りが開催されます。SO 富山も、創作みこしを出し
ますよ。美術の先生にアドバイスを受けながら、
「富山でも SO がんばっているゾぉ～！」をアピールしましょう。大勢の方
の参加を待っています。

８．Ｔシャツを販売します
来年の長野冬季大会のＴシャツを１枚 1500 円で販売します。
カラーは白、
赤、
黒で、サイズがＳ、Ｍ、Ｌ、ＬＬです。今後、トーチランやみこし祭りなど、
いろいろなイベントにも使います。いずれ、Ｔシャツ申し込みの案内状を配布
しますので、学校、会社や近所の人たちにもご紹介してもらい、どんどん売っ
て（着てもらって）いきましょう。
このＴシャツの売上金は 10 月のトーチランを成功させるために是非とも必
要な資金になります。販売場所は各プログラム会場、コーチクリニックや説明
会の会場です。
もちろん、事務局（アイガースポーツ）にも、たくさん棚に積んであります
よ。

SO へのご協力、よろしくお願いします
スペシャルオリンピックスの活動は非営利活動で、運営はすべてボランティアと善意の寄付によって行われています。どなたか
らでも、何口でも承ります。皆様のご理解・ご協力をお願いいたします！！ 詳しくはスタッフが説明させていただきます。
賛助金
＜個人＞
一口
3,000 円
＜企業・団体＞ 一口 10,000 円
振込先：北陸銀行 大島支店 普通預金 5015340
スペシャルオリンピックス日本・富山設立準備委員会

お問い合わせは、下記メールもしくはファックスでお願いします。

【連絡先】事務局：〒939-8201 富山市花園町 1-6-19 アイガースポーツ内 担当／大森 FAX 076-491-5645
E-mail eiger-sp@p2332.nsk.ne.jp

URL http://www.tenshinotsubasa.jp/son-t/

カラーコピー協力：北陸ゼロックス株式会社富山支店

アイガースポーツ大森宛

FAX : 076-491-5645
6 月 13 日（日）必着

平成

年

月

日

コーチクリニック参加申込書
(ボウリング)
読みがな（

）

氏名
郵便番号（

－

）

住所

あなたの種別

アスリート ・ ファミリー ・ ボランティア
自宅

連絡先

携帯
E Mail

受講科目

午前（SO 概論、アスリート理解他）

・

午後（実技講習及び実技）

注）ボウリング以外の他のプログラムのクリニックを受けた方以外は、午前・午後、両方を受講してください。
また、前に別のコーチクリニックを受けられた方でも、SO 日本の新しい情報を得ることができますから、午前の部を積
極的に受講してください。資格という面では、一度受ければよいのですが、参加できる方は、なるべく午前の部も参加
してほしいと考えています。

