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スペシャルオリンピックス（SO）とは、知的発達障害のある人たちに、日々のトレーニングと競技会を通じて、
自立と社会参加をサポートする国際的なスポーツ組織です。SO では、これらのスポーツ活動に参加する知的発
達障害のある人たちをアスリートと呼び、多くのボランティアやアスリートのファミリーが一緒になって活動
を支えています。SO の活動は、すべて非営利活動で、運営はボランティアの方々の積極的な意思と、善意の寄
付によって進められています。現在、世界 170 ヵ国以上で、約 400 万人のアスリートと 100 万人以上のボラン
ティアが日常的なスポーツ・トレーニングに楽しく参加しています（2013 年 4 月時点）
。競技会は地区レベルか
ら世界レベルまであり、世界大会は夏季・冬季共に 4 年毎に開かれています。国内でも全ての都道府県に普及
していて、富山では現在、約 120 名のアスリートが 11 種のスポーツプログラムと 1 つの文化プログラムに取り
組んでいます（2013 年 4 月時点）。

ヤングアスリートの皆さん

■今季のエッセイ
「アスリートたちに感謝して」
スペシャルオリンピクス日本・富山 2014 年度総会
におきまして、副会長の任をいただきました。養護学
校、支援学校に奉職していた時代には、皆様に大変お
世話になりました。少しでも恩返しができればと思い
お引き受けしました。アスリート、ファミリー、コー
チ、スタッフの皆様のため、微力ながらではございま
すが、SON・富山の運営のお手伝いに誠心誠意励んで
いきますので、よろしくご指導ください。
さて、話は変わりますが、春の息吹が感じられるよ
うな朝に、スノーシューイング競技会の応援に出かけ
ました。副会長としての初仕事でした。下界では雪も
すっかり融け、春を待つ準備をしているのに山野スポ
ーツセンターに着くと、しっかりと雪が残っていまし
た。アスリートとファミリーたちは、前日から宿泊し
て交流会を楽しんでいたのだそうである。
久し振りに出会うアスリートたちの顔は懐かしく、
高校生のころから時を経て、ずいぶんと大人にと成長
した姿が見られ、嬉しく思いました。また、競技会の

副会長

山本隆司

準備のために甲斐甲斐しく手伝う姿に頼もしさも感
じました。
雪のコンディションは、重たい雪になっており大変
悪かったのですが、ゴールめがけて走るアスリートた
ちの姿には感動を覚えました。ファミリー、コーチた
ちの声援に応えるように真剣にゴールを見つめる目
はとても格好良かったですね。生き生きと走る姿は、
素敵でした。
表彰式では、デビジョニングによりほとんどのアス
リートたちがメダルを手にすることができました。メ
ダルが首にかけられた時のアスリートたちの表情は、
とても満足気で自信に満ちていました。スポーツを通
して、一人ひとりが成長しているのを感じることがで
き、いい機会をいただいたと思っています。アスリー
アスリート、ファミリー、コーチ、スタッフの皆様に
感謝しています。
これからも SON･富山を応援していきたいと思って
います。よろしくお願いします。

■総会開催と感謝状の贈呈式
2014 年月 2 月 9 日（日）
、富山市障害者福祉プラ
ザにて、SON・富山 2014 年度総会を開催しました。
引き続き、前年度、多大なご賛助をくださった企
業・団体の皆様に感謝状をお渡しいたしました。

藤井会長

水泳高岡会場にて、会場使用に特別のご配慮をい
ただき、また、コーチボランティアを多数派遣くだ
さっている特定非営利活動法人高岡市水泳協会理
事長関清嗣様です。協会メンバーが毎回必ず 10 人
以上もコーチとして参加くださっています。理事長
からは、地域貢献の一環として今後も続けていきた
い、と励ましていただきました。

村上監事

鋪田監事

アルペンスキー会場においてリフト乗車に特別
のご配慮をいただいております、大山観光開発株
式会社代表取締役社長坂井保樹様です。日ごろの
活動を見てくださっている中での温かいお言葉も
頂戴しました。

■上半期プログラム紹介
●フロアホッケー
3 月 1 日（土）に行われたトレーニングの様子です。

●ヤングアスリート
回数を重ねるたびに、順番をちゃんと守ったり、ダンスが上手になったりと、みなさん着実に成長されてい
ます。ボランティアのおにいちゃん、おねえちゃんたちも、心から子供たちをかわいがってくれて、ほほえま
しい姿が見られます。輪になって、出席確認、元気よく「はいっ！」とお返事したり、パラバルーンを上下さ
せたり、バナナのダンスをおどったり、ボールをころころ、ペットボトルのピンをたおすボウリングをしたり、
トランポリンをジャンプジャンプしたり。

●アルペンスキー
3 月 2 日（日）
、ホームゲレンデ 極楽坂スキー場で、2014 年第 1 回スペシャルオリンピックス日本・富山ア
ルペンスキー競技会が開催されました。

アスリート宣誓は、伊勢さんと毛利さんです。

上級 20 旗

金メダルをもらって自信に満ちたアスリートです。

3 月 8 日（土）
、極楽坂スキー場でアルペンスキーお試しプログラムを行われました。アルペンのアスリート、
ファミリーも含め 15 名強の参加がありました。曇り空で雪も降っていたのですが、リフトの待ちの時間もなく
思いっきり滑ることができました。今回のお試し参加の山口さんです。

■コーチクリニック
3 月 23 日（日）、SON・富山 2014 年度 1 回目のコーチクリニックを開催しました。種目はアルペンスキーです。
午前の講義は極楽坂スキー場そばのロッジ太郎 2 階で開催されました。

山本隆司副会長の挨拶

井上雅崇ローカルトレーナー

渡邉務ナショナルトレーナー

37 名の参加者に修了証が渡されました。

午後の実技は極楽坂スキー場ファミリーゲレンデです。

金山彰スポーツトレーナー

実技では、アスリートが転んだ場合の対処や自立して滑ることのできないアスリートをサポー
トして滑る方法などを教えていただきました。

●スノーシューイング
第 1～4 回目は太閤山ランドにて、第 5～6 回目は牛岳温泉スキー場にて、第 7～8 回目はらいちょうバレーにて
プログラムが行われました。

雪はほとんどありませんがみんなでポーズ

ゆるい登り、頑張ります

たっぷり休憩

スノーシューイングプログラムでは、3 月 1 日山野スポーツセンターにて毎年恒例の合宿を行いました。夕方
に集合。夕食後にサンキューパーティと懇親会を開きました。翌 2 日に競技会が行われました。

ヘッドコーチに感謝状が渡されました

いい勝負です

曇り空の中、スタート

●卓球
下半期(夏季)プログラム種目の卓球が、今期より上半期(冬季)にも開催されることとなり、これで卓球プロ
グラムは年間を通して行われることとなりました。今期初めて行われた上半期卓球プログラムの様子です。

ラジオ体操

各卓球台にコーチがついて、フォアハンドの練習

必死でボールについていってます！

4 月 13 日(日)、不二越体育館で、午前に第 8 回卓球トレーニングに続いて午後からは競技会が行われました。
競技会はプログラム中に記録したスコアをもとに各ディビジョンに分かれてシングルスの試合をします。シン
グルスの試合が終わったあとコーチによるエキシビジョンがありました。そして次はコーチとアスリートのペ
アでのダブルスの試合。そして表彰式です。
ボランティアやファ
ミリーも試合に参加
しています

アスリートもファミリー
も真剣です

全員で記念撮影

皆さんからお寄せいただいた写真やコメントで構成するコーナーです。

ヤングアスリートプログラムでの
ひとコマです。
投稿者：戸田美香

バスケプログラムに協力していただいている富山グラウジーズの黒田社長へ感謝状を渡しました。
読んでいるのが辻内京平くん、隣が前川駿輔くん。二人とも緊張のため、表情がありませんが。
投稿者：前川馨

プログラムや競技会で撮ったナイスショットをお持ちでないでしょうか？
その瞬間！（ほっこり・ほのぼの・笑顔・涙・感動・喜び・驚き・躍動 ets・・・）
ご自身が「ベストショット」と思うものを“投稿”してください！
投稿先： info-koho@son-toyama.jp （広報委員会申し込み専用アドレス）

■委員会活動報告
SON･富山では、運営委員会をはじめ、ファミリー委
員会、アスリート委員会、広報委員会があり、それぞ
れの立場で SON･富山を支えています。
今回は、広報委員会の活動についてお知らせします。
広報委員会の主な仕事は、年 3 回のハートフルニュー
スの発行とブログの更新です。3 月 1 日（土）
、今年
最初の広報委員会を大島町のマクドナルドで行いま
した。

■クラブ紹介
●「たっきゅーくらぶ」やってます♪

2008 年に、スペシャルオリンピックス日本・富山
に卓球プログラムが始まりました。プログラムの中で
アスリートに「コーチ」をしなくてはいけないのです
が、経験者が少なくてなかなか上手く「コーチ」をし
てあげられない状況でした。なので、まずファミリー
が卓球を覚えてアスリートにコーチするということ
が第 1 歩のように思います。2013 年に大人の卓球を
しようという感じから「たっきゅーくらぶ」が発足し
ました。
最初は、「楽しく体を動かして気持ちいい汗をかい
てみませんか？」「おしゃべりだけでもいいと思いま
す」という感じでスタート。実際も体育館に来てスマ

ホをいじったりして「スマホクラブ！？」みたいな感
じでした。そんな私たちが、シングルスを覚え、、、ダ
ブルスを覚え、、
、試合に出場するまでに、、
、試合はも
ちろん完敗でした、
、
、もう不様な試合で泣き泣き。で
も、試合に出るからには「もう少し格好いい試合を」
ということで、今はとても燃えた練習をしています。
（形から入るタイプなのでユニフォームばかり選ん
でる私たちですが、
、
、。
）こんな超、超初心者の私たち
が練習している「たっきゅーくらぶ」
、今からでも全
然間に合います！なかなか教えてくれる所はないで
すよ！「一緒に楽しく体を動かしていい汗かきましょ
う♪」
土曜日の夜、小杉町民体育館 2Ｆで楽し
く練習しています。
興味のある方は遊びに来てください！
連絡先：090-4326-2504（代表：林慎二）

■お店紹介
●

cafe しえる

NPO 法人プラスワンが営むお店です。2013 年 6 月に
多機能型事業所としてスタートしました。しえるラン
チ（11:30~14:00) ￥950(フリードリンク、デザート
付)週替わりのランチとなっています。メニューの一
部は利用者さんが作っており、小鉢も多いのでいろい

ろな味が楽しめます。その他、閉店後の貸しスペース
として利用できたり、壁や空間に作品を無料で展示で
きます。アスリートの石井さんが 4 月から就労して頑
張っています。お近くにお越しの際は立ち寄ってみて
ください。

cafe しえる
（10：00～18：00
日・月・祝休み）
射水市黒河新 4920－1 TEL/FAX0766-50-9883
※「NPO 法人プラスワン」と電話に出ますが しえるの問合せとなります。

http://www.plusone-sieru.com/

■2014年第6回スペシャルオリンピックス日本 夏季ナショナルゲーム・福岡

スローガン：はじける

はずむ

わたしも

わたしも･･･ふくおかから

開催期間：2014年11月1日（土）～3日（月・祝日）
実施競技：12競技及びエキシビション1競技
水泳競技、陸上競技、バスケットボール、ボウリング、
サッカー、ゴルフ、体操競技、卓球、テニス、バレーボール、
バドミントン、フライングディスク、馬術
※馬術はエキシビション
このうち富山からは、水泳、陸上、バスケットボール、
ボウリング、卓球、テニスの6競技に、16名のアスリートと
12名のコーチが参加します！

この号が皆さんの手元に届くころには、
選手団メンバーが決まっているかもしれません

10月19日（日）は、ナショナルゲーム福岡大会に向け
た「トーチラン（聖火リレー）を行います。
みんなで盛り上げて、富山選手団を応援しましょう！

富山 日枝神社で必勝祈願！！

■事務局から
事務局は今、今秋開催予定の 2014 年第 6 回スペシャルオリンピックス日本 夏季ナショナルゲーム・福岡に
関連した各種準備を行なっています。最大のイベントは 10 月 19 日（日）に開催予定のトーチラン（聖火リレ
ー）です。SON・富山は毎回のナショナルゲーム（全国大会）とワールドゲーム（世界大会）参加に併せて富山
市内等でトーチランを開催しています。今回は県庁前公園をスタートし、中心部のアーケード街を走ったあと
日枝神社で必勝祈願を行います。皆様のご参加と応援をよろしくお願いします。
現在の活動地域は富山市を中心として射水市・高岡市・滑川市などです。SON・富山では県内全域に活動の輪
を広げようと各地域でお試しプログラムを進めています。支援学校にも出向いて参りますのでお気軽にご連絡
いただけますようお願いします。
また、既に参加している方々で特にファミリーの皆様方は、コーチクリニックを毎年 1 回は受講して、スペ
シャルオリンピックスの基本的な考えや行動規範を学んでくださるようお願いします。
＜賛助金・寄付金をお寄せ下さった皆様(2013 年 12 月１日～2014 年 3 月 31 日)＞
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幾島
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敬称略

洋一郎
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三松
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五十嵐 務

佐々木 啓三郎

戸田
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朝子
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万里子

毛利

信幸
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蕗子

佐々木 陽子

戸田

薫

福田

恵

牧野

玲子

森田

とみゑ

岩白

翔太

杉浦

直巳

長久

慎吾

本田

薫子

巻端

克文

両角

良子

大野

博美

蔵島

諒太

鍋谷

悟

本間

一正

宮下

陸也

若松

文枝

下条

竜一

田中

勇

福島

亘

本間

尚美

宮林

亮

渡辺

隆志

㈱新栄電設

有限会社

ラド

(有)シャトル

渋谷クリニック

大山観光開発株式会社

㈱藤井産業

小栗小児科医院

㈱富山ガスエンジニアサービス

富士ゼロックス北陸㈱端数倶楽部

賛助金・寄付金振込先
スペシャルオリンピックス日本・富山
（日本は、「ニッポン」としてください。）
北陸銀行本店(店番 101)、普通口座 5308370
ゆうちょ銀行 00720=0=38833

ありがとうございました。
賛助金
＜個 人＞
一口
＜企業・団体＞一口

3,000 円
10,000 円

※お問い合わせは、SON･富山事務局あてメールもしくはファックスでお願いします。

