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スペシャルオリンピックス（SO）とは、知的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 420 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（2014 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 160 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（2016 年 4 月時点）。

2017 年スペシャルオリンピックス冬季世界大会オーストリア・日本選手団結式・壮行会
高円宮妃殿下、フーベルト・ハイッス駐日オーストリア大使、細川名誉会長、三井会長をお招きして
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■クリスマス会
2016 年 12 月 11 日（日）、富山電気ビルディング
でクリスマス会が開催されました。今回のアトラク
ションのゲストは高原兄さんとチアリーディング
チーム・Puppys（パピーズ）の皆さんです。
全国大会で 2 年連続優勝された Puppys(パピー
ズ)さんのハイジャンプを交えた素晴らしい演技に
は、会場の皆が魅了されました。そして、ちびまる
子ちゃんの「おどるポンポコリン」の曲に合わせて

サンタさんと司会の方堂さん

SON・富山

アスリート、ボランティア、ファミリーも一緒に踊
り出し、『元気・勇気・笑顔』をいただきました。
高原兄さんはお馴染みの「完全無欠のロックンロ
ーラー」
「羞恥心」
「きときと夢北陸新幹線バージョ
ン」等を熱唱して下さり、最高のＬＩＶE に会場は
大盛り上がりでした。
最後に大抽選会で、ケーキやお菓子の詰め合わせ
をお土産にもらい、楽しいクリスマス会でした。

藤井会長のあいさつ

「盛り上がり最高‼」

和やかな雰囲気の中、食事を楽しむアスリート

ファミリーもエンジョイ！

チアリーディングチーム・Puppys さんの登場♪

「踊って、歌って、笑って」最高に盛り上がったクリスマス会でした

■総会開催と感謝状の贈呈式
平成 29 年 2 月 11 日日（土・祝）、富山市障害者福
祉プラザ多目的ホールにて「2017 年度 SON・富山総会」
を開催しました。
総会開催に先立ち、昨年度多くのご寄付やご協力を
頂戴しました企業・団体様に、会より感謝状をお贈り
しました。この感謝状贈呈には、アルビス株式会社、
大山観光開発株式会社、株式会社新栄電設、特定非営
利活動法人高岡市水泳協会、富山市消防団富山方面団、
長岡すみ子の会、株式会社古栃建設（敬称略）、以上
７つの企業・団体様のご出席をいただきました。この
ほか、大谷製鉄株式会社、高岡市陸上競技協会、株式
会社富山グラウジーズ、富士ゼロックス北陸株式会社
富山事業所（敬称略）の方々は、当日ご都合によりご
欠席でしたが、これほど多くの皆様のご支援の御心に
支えられて会の活動があるということに、改めて深く
感謝するひとときとなりました。
続いての総会では 2016 年度の活動報告・決算報
告・監査報告がなされ、いずれも承認されました

藤井会長

五十嵐顧問

鋪田監事

また 2017 年度の活動計画・予算案・役員運営委員案
も滞りなく承認されました。
総会後には、WG オーストリアへ参加するアルペンス
キーの大角コーチの紹介やファミリー全体会も開か
れ、ファミリー間の交流も深まりました。また、保険
など各種手続きについての説明やお知らせもあり、会
場ではメディカル関係の提出書式も希望の方にはも
れなく配布されていました。

「感謝状」をお渡しした皆様です。本当に有難うございました。

総会議事

収支決算報告・予算案：宿屋会計

案件は報告に加え、新年度役
員も含めて承認されました。

■2016 年第 1 回全国ユニファイドサッカー大会 in 大阪
したが、2 日間、天気に恵まれ、プレイすることが
12 月 17 日（土）～18 日（日）、大阪府堺市の J-GREEN
できました。予選の結果は、1 勝 1 敗。試合が早く終
堺にて開催された全国ユニファイドサッカー大会に
わり、協賛企業のブースで体験したり、クーパーコ
アスリート 7 名、パートナー5 名参加しました。今回
ーチングに参加しました。
は国内初の開催となる全国ユニファイドサッカー大
翌日は、決勝戦。長野と戦い、負けました。3 位
会で、11 人制と 7 人制の 2 種目を実施され、全国か
決定戦で熊本と戦い、勝ちました。
らの 17 チームに、海外招待チーム 1 チームを加えた
表彰式で銅メダルをもらいました。
計 18 チームが参加しました。 富山は、7 人制で参加
今回の大会参加にて、アスリートとパートナーのつ
しました。6 月から、ユニファイドとしてのプログ
ながりが強くなりました。
ラムを行い、大会目指して頑張ってきました。前日
大会に参加させていただき、ありがとうございまし
の夜に高速バスに乗り、大阪(梅田)で地下鉄に乗り、
た。これからもよろしくお願いします。
J-GREEN 堺に到着しました。12 月という冬の時期で

福井戦

１点を争う好ゲーム！

クーパーコーチング

修了証をいただきました

熊本戦 １－０で勝ち、喜びが爆発！

熊本戦

ベンチで出番を待ちます

１日目を終え宿舎にてリラックスタイム

メダルをかけて喜びの表情

■冬季プログラムの競技会・大会
●アルペンスキー
3 月 5 日、快晴の極楽坂スキー場で SON・富山アルペンスキー競技会を実施しました。当日は、土曜日プログ
ラムと日曜日プログラムのアスリート合計 27 名とパートナー6 名の大所帯となり、大変にぎやかに開催しまし
た。
開会式には、山崎副会長が挨拶し、アスリートたちを激励しました。
競技の方は、上級・中級、そして初級・初心と 10 のディビジョンに分け実施しました。
プログラム全体を通じ今年は、昨年が雪不足で思うように滑ることができなかった分、アスリートたちの成
長ぶりには、驚くばかりでした。特に初級・中級のアスリートたちは、小道具も必要なくなり、自らの意思で
ターンをして止まることが出来るようになりました。

無線を装着

●スノーシューイング
3 月 12 日のスノーシュー競技会開催に先立って、11 日より国立立山青少年自然の家にて合宿研修を行いまし
た。自由に雪の上を歩き回って楽しむことや、競技会では冬山の自然を満喫できました。

山崎副会長の挨拶

アスリート宣誓

●新潟フロアホッケー交流競技会
3 月 18 日（土）に新潟県の新潟市西総合スポーツ
センターにて『2017 年 SON・新潟フロアホッケー交
流競技会』が開催されました。
SON・富山は、個人スキルコンテストにアスリー
ト１名、チーム競技にアスリート 11 名、パートナ
ー3 名の計 14 名が出場しました。個人スキルコンテ
ストのアスリートは初めての大会に緊張気味でし
たが、チームのみんなからの応援を受け最後まで取
り組み、ディビジョン 3 で銅メダルでした。チー

ム競技では、１試合毎に個々がスキルアップしチー
ムワークも高まり、ディビジョン２で決勝リーグを
2 試合して 2 位になりました。アスリート、コーチ
共にとても充実した 1 日になりました。

■コーチクリニック
11 月 12 日、サッカーコーチクリニックを富山市立池多小学校で開催しました。午前中のゼネラルオリエンテ
ーションとアスリート理解は、SON・長野の宮下和彦ナショナルトレーナーが担当してくださいました。午後の
サッカーの講義と実技は、SON・三重の田中賢治トレーナーが担当してくださいました。

2 月 11 日、午後より総会に引き続き富山市障害者福祉プラザ多目的ホールにて SON・富山 2017 年度１回目コ
ーチクリニック開催し、約 40 名参加しました。

SON・静岡のローカルトレーナー
石塚久美子さんと戸田 SP 副委員長

司会進行の中山正之ヘッドコーチ

石塚さんの感謝と歓喜に満ちたエピソードは
参加者の心の中にも響くものがあったのではないでしょうか

本田 SP 委員長の挨拶

修了証授与

■世界大会に参加して
アルペンスキー・ヘッドコーチ

大角 浩樹

107 ヵ国、約 270 名のアスリート、300 名のボランティアに支えられ開催され、『勝利』というスローガンの
もと、日本選手団 81 名のアルペンスキー・ヘッドコーチとして私も参加させて頂きました。
アスリートと生活を共にし、外国選手団との交流など国内では経験できないような感動・喜びを通して成長
していくアスリートの姿を目の当たりにし、是非とも富山のアスリートにも参加して頂きたく、そしてファミ
リーの皆さまにも勇気をもって送り出して頂きたいと思わずにはいられない素晴らしい大会でした。
このような貴重な体験の機会を与えていただいた SON・富山の関係者の皆様に改めて感謝を申し上げます。
『Go to ABU DHABI 2019!!』
〈2017 年 3 月 18 日～2017 年 3 月 24 日の 7 日間〉

ウィーン市庁舎にて
歓迎レセプション

開会式
日本選手団

閉会式

フィンランドチームと

アルペンスキー・競技会場

シュワルツェネッガー氏との表彰式

アルペンスキー&スノーボードチーム

■事務局から
日頃より当会の活動にご支援ご協力を賜り、まこと
にありがとうございます。
季節も改まり、会の活動も冬季競技から夏季競技
に移るころとなりました。春のこの機会に新しくス
ポーツを始めてみませんか？スポーツプログラム
への参加申し込みは年間を通じてお受けしており
ます。そして、こうした会の活動を支えてくださる

ボランティアコーチの方も大募集中‼
アスリートやパートナーとしてプログラムに参
加するには、所定の手続きが必要です。ボランティ
ア参加希望の方も、詳細は事務局までお問合せ下さ
い。爽やかな陽気の中、楽しく体を動かしてみまし
ょう！(SON・富山事務局：info@son-toyama.jp)

＜賛助金・寄付金をお寄せ下さった皆様(2016 年 12 月１日～2017 年 3 月 20 日)＞

中川

玉枝

中山

田中 洋一郎
旭 雄士
河合 牧子
寺畑 雅英
福田 孜
増岡 涼
宮林 隆夫

山下

旭 桐子
窪田 みゆき
土肥 博
本間 一正
松井 栄一
八木 綾子

幾島
下条
鳥内
本間
三松
山崎

洋次

敦子
竜一
禎久
尚美
隆之
政行

麦谷
岡田 茂満
槻 栄一
長江 幸代
前田 万里子
宮崎 賢行
若松 文枝

長岡すみ子の会
社団法人富山県手をつなぐ育成会

敬称略

真美

孝子
萩野
笹井
中田
牧野
宮崎
腰田

英郎
隆康
彩子
玲子
和子
恵子

麦谷

宏

萩野
田村
西野
巻端
宮野

康子
明美
淳子
真紀
明美

㈱古栃建設

(有)シャトル

愛和報恩会

大山観光開発㈱
㈱富山ガスエンジニアサービス

渋谷クリニック
八木小児科医院

1 月 9 日(月)富山の民謡歌手として活躍の長岡すみ子さんより寄付金をいただきま
した。藤井会長とアスリートを代表して方堂絵理奈さん、上卓さんが出席しまし
た。「これからも応援していきますね。」と、お話しくださった長岡さんに、方
堂絵理奈さんが「ありがとうございます。大切に使わせていただきます。」と、
お礼の言葉を言いました。
賛助金・寄付金振込先
賛助金
＜個 人＞
一口
＜企業・団体＞一口
富山新聞に掲載されました

3,000 円
10,000 円

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

※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。

※このハートフルニュースの印刷は
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富
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