
　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 ヶ国以上で、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 170 名の
アスリートが 12 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（2017 年 11 月時点）。
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今季のエッセイ

2018/3/12

10 月 28 日 ( 土 ) に行われた、スペシャルオリンピックス日本・富山　特定非営利活動法人設立総会にて

特定非営利活動法人
SON・富山

理事長　藤井裕久

　皆様には、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上
げます。
　昨年の富山県を振り返りますと、北陸新幹線が開通した
富山県の魅力を全国に向けて大きくアピールできた一年で
した。5 月には、天皇皇后両陛下ご臨席のもと、立山連峰
と富山湾が一望できる魚津桃山の地にて「第 68 回全国植
樹祭とやま 2017」が開催されました。大会テーマである「か
がやいて 水・空・緑のハーモニー」の通り、本県の持つ大
自然の魅力と生物の多様性、森林や豊富な水資源の大切さ
が再認識された素晴らしい大会でした。8 月にはアートと
デザインの融合をコンセプトに、「富山県美術館」がオープ
ンし、県内外から多くの来場者で賑わっております。また、

富山湾岸サイクリング大会や富山マラソンなど、富山湾や
富山平野の魅力を活かしたイベントも開催されました。
　SON・富山にとっても、特定非営利活動法人（以下 NPO
法人）として新たに組織を設立した記念すべき一年になり
ました。総会当日は、特別ゲストとして、スペシャルオリ
ンピックス日本の有森裕子理事長にご参加いただきました。
また、何よりも日頃から行動を共にするコーチ・ボランティ
ア・ファミリーの皆さんと今日までの活動を確認し合い、
新しいスタートに際し SON・富山の友情を確かめ合えたこ
とは、私たちにとって大きな喜びでありました。
　言うまでもなく、スペシャルオリンピックス活動の大き
な意義は、知的障害を持つ方々に継続的にスポーツをする
機会を提供し、心身の発達を促進することで個人の持つ可
能性を伸ばし、社会参加を促進することです。今こそ初心
に立ち返り、今年も日頃のプログラムを大切に活動してい
こうではありませんか！皆さんのご活躍を心からお祈りい
たします。

有森理事長と NPO 法人設立総会にて
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藤井設立代表より
ご挨拶

公益財団法人 SO 日本
理事長　有森裕子様

衆議院議員
田畑裕明様

SON･石川　
理事長 中崎様

参議院議員　
堂故 茂様

長岡すみ子様

このたび SON・富山は特定非営利活動法人（NPO 法人）へと移行しました。
設立総会および祝賀会では、ご来賓の皆様より心のこもったお祝いのお言葉や、
あたたかい激励のお言葉をいただきましたこと、心より感謝申し上げます。
今後とも引き続きご支援のほど、よろしくお願いいたします。

スペシャルオリンピックス日本・富山
臨時総会・特定非営利活動法人設立総会・祝賀会
2017年10月28日（土）

SON･愛知
専務理事 鈴木様
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ランナーの皆さん。スカイブルーのオリジナルキャップをかぶっ
て参加しました

富山マラソン2017
2017 年 10月 29日（土）

　1 万人超のランナー（フルマラソン・車イス・ジョギング）
が参加する富山最大級の市民マラソン「富山マラソン」に、今
年も 9 名のアスリートが參加しました。参加したのは気軽にラ
ンを楽しむジョギングの部。普段車でしか通ることが出来ない
新湊大橋とその周辺を走る４ km のコースです。

普段は通れない新湊大橋からの
景色を楽しみました

　当日は雨の降る中での開催でしたが、ランナーた
ちは雨を振り払ったかのように笑顔で駆け抜けて行
きました。沿道からのあつい応援は、ランナーたち
にとっての大きな力となったようです。

フルマラソンの部では、SO 日本の
理事長・有森裕子さんがランナー
をハイタッチで応援！

　それぞれ目標を持って大会に臨んだランナーたち。
折り返し地点も無事に過ぎ、ゴールでは完走の達成
感に満たされたアスリートの笑顔と感動のシーンが
見られました。

　昨年に引き続いての富山マラソンへの参加。事前
に橘コーチによる練習会もあり、当日はランナーた
ちは楽しみ、来年も參加したいと思ったようです。
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サマーキャンプ2017in くれは
2017 年 9月 2日（土）・3日（日）

　夏の暑さも和らぎ、朝晩の涼しさを感じられるよう
になってきた９月初旬、2017 年 SON・広島設立 20
周年記念全国陸上競技会と SO 日本 2017 年第 2 回全
国ユニファイドサッカー大会の事前合宿を兼ね、富
山県呉羽青少年自然の家でサマーキャンプを行いま
した。
　合宿の目的は、楽しみながら宿泊や団体行動の経験
を積み、アスリート・ファミリーが派遣大会に参加するための自信や
意欲を高めること、ボランティアがアスリートとの宿泊を経験し、派
遣大会への参加を積極的に考えるきっかけとすること、他の SP 参加者
との交流の機会を持ち、繋がりを深めること、そしてなにより参加者
が楽しい時間を過ごし、その気持ちを共有することです。
　2 日間に渡りレクリエーション（ダンス）、フロアホッケー、チーム
オリエンテーションを体験し、とても楽しい時間を過ごすことが出来
ました。キャンプにご参加・ご協力くださいましたコーチ・ボランティ
アの皆さま、企画・運営されましたノンスポーツ委員会の皆さま、あ
りがとうございました。

スケジュール
１日目
16：30　受付
17：00　入所式・荷物整理
18：30　夕食
19：30　レクリエーション（ダンス）
20：30　入浴→就寝準備
22：00　就寝

２日目
6：30　 起床
7：30　 朝食
8：30　 フロアホッケー体験会
　　　　チームオリエンテーション
10：00　退所式
10：30　解散

Day １

Day ２
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　ユニス・ケネディ・シュライバー・デー（EKS
デー）とは、スペシャルオリンピックス（SO）活
動の創設者であるユニス・ケネディ・シュライバー
さんを偲び、知的障害のある人とともにスポーツを
楽しむ』というユニスの遺志を継いで、障害の有
無にかかわらず、ともにスポーツを楽しむイベン
トを行う日です。今年は 9 月に富山市南総合運動
公園体育文化センターにて、奥田中学校、堀川中
学校の女子卓球部の皆さんと合同練習会が行われ、
はじめにスペシャルオリンピックスのことを知っ
てもらうためにビデオを見てもらいました。

　卓球を通じて、障害の有無を越えて楽しさや達成
感などの経験を共有することができたと思います。
奥田中学校、堀川中学
校の女子卓球部の皆さ
ん、ありがとうござい
ました。

ユニス・ケネディ・シュライバー・デー
（EKS デー）卓球プログラム
2017 年 9月 2日（土）

女子卓球部の皆さんが球出しをし、アスリー
トは順番に台を移動して練習をしました。

AED 講習会
2017 年 9月 3日（日）

　医療・安全対策委員会により AED 講習会が開催
され、アスリート・コーチ・ファミリー合わせて
39 名が受講しました。心肺蘇生の方法や AED の取
り扱い技術などを学び、いざというときに適切な処
置が出来るようにすることを目的に行われました。
AED は年々新しい機器や知識も加わっていくので、
一度參加した方も、チャンスがあればぜひ参加し
ていただければと思います。

症状の緊急度を素早く判定
し、救急車を呼ぶ目安がわ
かる全国版救急受診アプリ
（愛称「Q 助」）
も便利です。

全国版救急受診アプリ

症状の緊急度を素早く判定 !!!
救急車を呼ぶ目安に !!!
症状の緊急度を素早く判定 !!!
救急車を呼ぶ目安に !!!

スマートフォン用アプリ 総務省消防庁「Q助」案内サイト
https://www.fdma.go.jp/neuter/topics/
filedList9_6/kyukyu_app.html

消防庁では、住民の緊急度判定を支援し、利用できる医療機関や受診手段の情報を提供するため、緊急度判
定プロトコルver.２（家庭自己判断）をもとに全国版救急受診アプリ「Q助 きゅーすけ」を作成しました。

総務省消防庁

消防庁では、住民の緊急度判定を支援し、利用できる医療機関や受診手段の情報を提供するため、緊急度判
定プロトコルver.２（家庭自己判断）をもとに全国版救急受診アプリ「Q助 きゅーすけ」を作成しました。

第2回全国ユニファイドサッカー大会
2017 年 12月 9日（土）・10日（日）

　大阪府堺市の J-GREEN 堺にて「スペシャルオリ
ンピックス日本 2017 年第２回ユニファイドサッ
カー大会」が開催されました。SON・ 富山は７人制
サッカーにエントリーし、アスリート７人とパート
ナー５人が出場しました。

予選ラウンド

決勝トーナメント

閉会式

やったー！銅メダル！！

会長と記念撮影

という

Owner
長方形

Owner
スタンプ
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SON・愛知夏季地区大会
2017 年 9月 24日（日）

　「2017 年第 10 回スペシャルオリンピックス日本・
愛知夏季地区大会」は、スペシャルオリンピックス
2018 愛知のプレ大会を兼ねたものです。大会には愛
知・岐阜・三重・静岡・長野・石川・新潟・福井・富
山の各地区よりアスリートが參加し、会場のトヨタ
スポーツセンター（豊田市）に集合しました。実施競
技は競泳、バスケットボール、ボッチャ、陸上、バ
トミントン、ボウリング、サッカーそしてテニスです。
SON・富山はボウリング競技に参加しました。

開会式が行われたトヨタスポーツセンターにて

ドリームサポーターの
安藤美姫さんが応援に
駆けつけてくれまし
た！ご本人を前に興奮
のアスリートたち

聖火リレー アスリート宣誓。富山からは森永
さん

ヘルシー・アスリート・プログラム（HAP）を受診。歯と
眼の健康チェックがありました

競技は名古屋グランドボウルで行なわれました 表彰式。今回の成績は、金メダル2個、銀メダル3個、銅メダル2個、7位リボンが1個でした

ボウリングコーチクリニック
2017 年 11 月 5日（日）

　富山ゴールデンボウルでボウリングコーチクリ
ニックを開催しました。

講師はSON・愛知の松田則雄トレーナーです。コーチ、ファミリー、
アスリート17名が參加しました講義の部

普段あまり触って見る事がないボウリングのピンの大きさと重さを体
感しました。ピンの高さは38.1㎝で、一升瓶と同じくらいです

実技の部

両手で投げる初歩的投球、片手で投げる基本的投球、そして助走をつ
けた投球の方法を実践を交えて教えてもらいました

　ボウリングは運動量を自分で調節でき、無理をし
なければ疲労やリスクの少ないスポーツです。参加
者にとってはスキルアップを目指す絶好の機会とな
りました。

修了証授与。チームボウリングで勝った女子チームのアスリートには
愛知のＴシャツがプレゼントされました
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2017/10/29　高岡・魚津合同水泳競技会

2017/11/19　バスケ競技会

2017/12/10　長岡すみ子さんチャリティーショー

2017/12/17　クリスマス会

　バスケットボール（富山・滑川）合同練習会＆
競技会をサン・アビリティーズ滑川で開催しまし
た。個人技能競技・チーム競技ともに「最高にカッ
コイイ１日」となりました。

　ファボーレホールにて「長岡すみ子の会」歳末
チャリティーショーが開かれました。長岡さんに
はいつもいろいろと応援していただいております
が、今回も多大なるご支援をいただきました。「長
岡すみ子の会」の皆さま、本当にありがとうござ
いました。

　アスリートたちが心待ちにしていたクリスマス会。
富山が誇る富山チアリーディングチーム Puppys さん
が音楽に合わせてアクロバティックな演技で魅了して
くれました。アスリート・ファミリーもレッツ ダン
シング！！とても HAPPY なクリスマス会でした。

　SON・富山法人移行後最初の競技会となる「高岡・魚津合同水泳競技会」を開催しました。

高岡市水泳協会の酒井審判長から競技上の注意があり、
その後競技が開始

競技終了後、本年のすべてプログラムに参加した７人のアスリー
トに、スポーツプログラム委員長表彰が授与されました



事務局から
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※お問合せは、SON･富山事務局宛メール
もしくはファックスでお願いします。

賛助金
<個人 >	 	 一口　		3,000 円
<企業 · 団体 >	 一口　10,000 円

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　00710-2-70124

＜賛助金・寄付金をお寄せ下さった皆様（2017 年 7月 1日～ 2018 年 1月 31 日）＞  敬称略

＜正会員に登録頂いた皆様（2017 年 7月 1日～ 2018 年 1月 31 日 ) ＞ 敬称略

　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。
　冬季競技にとっては雪に恵まれた今シーズンで
したが、長い冬であるほどに、あたたかな春を迎
える喜びもまた、大きいものですね。
　さて、昨年の法人化に伴い、会の郵便局口座番
号と加入者名が変更になりました。今後、お振込
みに郵便局口座をご利用の際には、新口座番号で
のご入金をお願いします。

【新郵便局口座】
・口座番号：００７１０－２－７０１２４

・加入者名：特非）スペシャルオリンピックス日本・富山

　これまでの旧番号印字の振込用紙はお使いにな
れませんので、ご注意ください。
　また、5 月には法人化後初の 2018 年度総会が
開催されます。皆様、ご出席のほどどうかよろし
くお願いいたします。
（SON・富山事務局　宛先：info@son-toyama.jp）

富山グラウジーズは、
スペシャルオリンピックス日本・富山を
応援しています。

B.LEAGUE 2017-18シーズンの戦いも、いよいよ佳境へ！

チャンピオンシップ出場をかけた激戦の連続を試合会場で！

最新情報は

コチラから！

山下　洋次
素谷　孝子 素谷　宏 福島　茂次

大野　博美 清水　俊夫 長江　幸代 本間　尚美 山口　恵美
小野寺　拓海 清水　久代 中川　佳秀 三松　隆之 山本　明
下条　昌輝 城　綾子 中川　亜希子 室橋　春光 吉藤　國之
槻　栄一 手島　譲 橋場　元 柳田　典子
小坂　良夫 土肥　博 福田　孜 柳田　瑞穂

長岡すみ子の会
㈲シャトル ㈱新栄電設 ダイチ㈱
愛和報恩会 ㈱成憲 高岡ライオンズクラブ

明るい社会づくり推進富山市連合会 ソニー生命保険㈱富山支社
JAIFA ソニー富山

井尻　宏一 大坪　敏彦 高島　衛 辻　啓子 本間　尚美 山崎　宗良
宇於崎　俊陽 大坪　恭子 高島　貢三子 野原　義三 山岸　泰明 渡辺　守人
宇於崎　洋子 大坪　桃子 辻　圭介 野原　晴美 山岸　瞳

※このハートフルニュースの印刷は、富士ゼロックス北陸株式会社富山事業所様にご協力いただいております。




