
　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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ユニファイドサッカープログラムヘッドコーチ　松岡 英治

　今回は、SON ユニファイドサッカー全国大会 感

動の２年連続銅メダル！に輝いた我らの素晴らしい

チームメイト、ヒーローとヒロイン達を紹介します。

　まずは、皆をまとめる最高明るいキャプテン

「りゅうじ」、試合中に交代カードを嵐のように延べ

１００枚以上記入して審判に渡してくれた「渡邉

コーチ」、スーパーセーブ連発のゴールキーパー「上

塩サポーター」、感動のアスリート初スーパーゴー

ルを決めた「かずき」、骨折のヒーローそしていつ

も闘志あふれる「川原サポーター」、攻めては得点

守っては壁と大忙しの「五島・坂口サポーター」、

我らのなでしこヒロインは皆サッカーセンス & 可

愛さ抜群、「まな」&「はるか」&「西田のりピーサポー

ター」、大活躍モチベーションマックスで才能溢れ

る最年少の「れん」、攻めも守りもすごく頑張った

まさにハリーポッター「ゆうま」、フェアプレー優

しいハートの持ち主スポーツメガネが格好いい Mr

インクレディブル「かずま」、謎の手帳で皆をいつ

も笑わせるサッカーセンス高い「たいせい」、「ひか

り・あかり」はチームの超癒し子供タレント 、素

早い動きの「しょうご」はサッカーセンス高くその

スピードを生かして昆虫採集、ボールを奪い最速ド

リブラーは我らが「しゅんせい」、「しんご」はいつ

も最高スマイルであったかいシチュー的存在 、「高

柳サポーター」はバリバリサッカー上手、まさにな

でしこ JAPAN 、年を重ねても運動量がはんぱない

「菖池コーチ」、「島崎サポーター」は我らの星野源、

大阪に応援もきてくれました。そしてこの方のおか

げで SON・富山サッカーの全てがあります、我ら

のマドンナ頼れる「岩瀬マネージャー」 。

　提携先の FC ひがし、アミザーデさん、さらにい

つもいつもあたたかく送迎や球拾いをしてくださる

ファミリーの皆様、スポーツプログラム委員会はじ

め各委員会並びに役員様、SO 日本様、皆様に声を

大にしてお伝えしたいことは、『本当にいつもいつ

もお疲れ様です、素晴らしい時間と貴重な経験と楽

しい思い出を誠にありがとうございます。』

　松岡は、2003 年 SON・石川スノーボードコーチ

が SO との最初の関わり、2004 年 2 月第 3 回冬季

ナショナルゲーム・長野プレ大会から、今に至るま

で15年間本当に幸せなSO人生でした。ちなみに私、

決して引退するわけではありません。

　ユニファイドスタイル ( アスリートとサポーター

が同じチームメイトで一緒に混ざってプレイ ) での

プログラムや試合、縁の下でいつも支えてくださる

ファミリーなど全員、私の大切なチームメイト、い

つも笑顔と笑い声、皆様の事が大好きです。そして

『新規チームメイト、アスリートもサポーターもコー

チも大歓迎です。』これからもよろしくお願いいた

します。
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　2018 年 9 月 22 日（土）～ 24 日（月・祝）

の 3 日間にわたって、愛知県名古屋市・豊田市・

刈谷市・日進市・大治町の各所で開催されま

した。

　富山からはアスリート 15 名、コーチ 10 名

の 25 名の選手団で、競泳・陸上・バスケットボール・ボウリング・テニスの 5 競技に参加しました。こ

こでは、全力を尽くした競技結果を参加者のコメントとともにご紹介します。

「2018年第 7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・愛知」に参加 !!

競泳
アスリート
塚本 裕香子

50m 自由形
ディビジョン F2 
1 位
記録：1 分 3 秒 1

4 × 25 m
リレー 
ディビジョン 2
1 位

花木
↓
三松
↓
塚本
↓
宮下

記録：
1 分 34 秒 6

　私は 50 m 自由形とリレーに出場し、どちらも 1
位でした。とても頑張りました。

競泳
アスリート
三松 隆之

50m 自由形
ディビジョン M2
1 位
記録：56 秒 25

　僕は「いつも通りで、大丈夫」と呼吸に注意しな
がら頑張りました。最後はせり勝つことができまし
た。

競泳
アスリート
宮下 陸也

50m 自由形
ディビジョン M4
4 位
記録：48 秒 11

　決勝では、リラックスして泳ぐことができました。
リレーで金メダルが取れてとてもうれしかったです。

競泳
アスリート
花木 伯人

50m 自由形
ディビジョン M5
4 位
記録：38 秒 62

　僕は息継ぎをできるだけ少なくしてスピードアッ
プさせました。リレーでは 4 人で力を合わせて、1
位をとることができました。

競泳
コーチ
鳥内 禎久

　日頃真面目でおとなしいＡ君が、万遍の笑みを浮かべながら他県のコーチに金メダルを
見せている姿を目の当たりにした時、彼なりに緊張と不安の中で３日間を過ごしていたと
いうことを改めて感じた。今回初めて HC として、ナショナルゲームに参加したが、他のコー
チの指導方法に感銘を受けるとともに、自分自身の指導力不足を痛感した。公式応援ソン
グ「your song」の歌詞に、「チャンスに巡り合えること」というフレーズがある。この歌
詞の本当の意味を胸に刻み、今後のプログラムに取り組んでいきたい。

競泳
追加スタッフ
橘 彩也香

　個々の ID カードの裏に泳ぎ方に対してアドバイスを書き込み、泳ぐ前に確認するよう伝
えました。その結果アスリートは泳ぐ前にアドバイスを確認し、良い泳ぎをすることが出
来ました。個々に合わせて指導の大切さを実感することが出来、今後の活動に生かしてい
きたいです。

出発！

応援フラッグとともに 聖火

閉会式前
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陸上
アスリート
上 卓

ソフトボール投げ　
ディビジョン M3　
1 位
記録：18.58 ｍ

4 × 100 ｍ
リレー　
ディビジョン 3
4 位

上
↓
辻内
↓
辻
↓
杉森

記録：
1 分 01 秒 7

　みんなとリレーに出られて嬉しかったです。次は
2020NG 北海道！

陸上
アスリート
杉森 建彦

400 ｍ
ディビジョン M5
2 位
記録：1 分 8 秒 4

400 m もリレーも今期の自己記録を更新し、とても
楽しい大会でした。

陸上
アスリート
辻 龍之介

100 ｍ
ディビジョン M4　　
2 位
記録：14 秒 18

　予選でユニフォーム忘れてごめんなさい、でも決
勝楽しかったです。

陸上
アスリート
辻内 京平

走り幅跳び
ディビジョン M1
1 位
記録：4.00 ｍ

　走り幅跳びの予選は踏切が合わず悪い結果になり
ましたが、決勝では悪かったところを反省して金メ
ダルが取れて良かったです。リレーは 4 位でしたが
全員の力で頑張りました。最後に GLAY の TERU さん
に皆が大好きですと言われたのが嬉しかったです。

陸上
コーチ
瀧脇 隆志

陸上
コーチ
橘 俊徳

　急遽、代行で陸上のヘッドコーチを務めさせて頂きました。不甲斐ない代行コーチでし
たが、皆さんのおかげで、陸上の全アスリートが個人種目にて、金または銀メダルを獲得
する事ができました。本当にありがとうございました。

バスケットボール
アスリート
大坪 岳志

個人種目ヒート 3
ディビジョン M3
3 位
総得点 77 ポイント

　銅メダルでしたね。負けたけど楽しかったです。

バスケットボール
コーチ
山田 晃裕

　今回初めて NG に大坪岳志君のバスケットボール個人技能競技にコーチとして参加させて
いただきました。目標の金メダルには届かず銅メダルに終わりましたが、最後に大坪君に 3
日間楽しかったと言ってもらえてとても嬉しく、疲れも飛んでしまいました。次回は是非
チーム競技で参加できたらと思います。ありがとうございました。

ボウリング
アスリート
上原 悠太

ディビジョン M17
1 位
記録：147

　ボウリングをいっぱい投げて金メダルをもらいま
した。愛知サイコー

ボウリング
アスリート
森永 匡俊

ディビジョン M20
1 位
記録：442

　ボウリングの予選では 5 位でしたが、決勝ではス
トライクがこなくてもスペアーがいっぱい出て嬉し
かったです。金メダルを取ることが出来ました。

ボウリング
アスリート
中山 真美

ディビジョン F8
4 位
記録：291

　予選で２回、決勝で１回、１００越えのスコア。
全力を出し切りました。

ボウリング
アスリート
戸田 明里

ディビジョン F10
1 位
記録：166

　練習してきたことを思い出して、頑張って投げま
した。

ボウリング
コーチ
森永 文夫

　スペシャルオリンピックスのルールの文章を読んでいつも具体性に乏しく難解でしたが、
今回 NG のヘッドコーチミーティングに参加してディビジョンの中のマキシマムエフォート

（全力）の仕組みを理解できたことが一番の収穫でした。
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ボウリング
追加スタッフ
中山 育子

　３日間、怪我や体調不良もなく、また、其々がベストパフォーマンスを見せてくれました。 
その現場にいたことが嬉しく、表彰式の輝く笑顔とメダル・リボンが疲れを吹き飛ばしま
した。

テニス
アスリート
箭原 健太

男子シングルス
レベル 5
ディビジョン M2
2 位
記録：1 勝（7-5、0-6）

　予選では練習した成果が出せなくて悔しかった。決勝では１勝でき
たので、次の大会に向けてもっと練習して頑張りたいと思います。

テニス
アスリート
岩白 翔太

男子シングルス
レベル 4
ディビジョン M6
2 位
記録：1 勝（3-6、6-3）

　予選ではガチガチに緊張して負けたのですが、決勝選で一勝できて
嬉しかったです。お陰で銀メダルを獲得しました。箭原君と二人、仲
良く取れたので良かったです。4 年後もまた出たいと意欲がわきました。

テニス
コーチ
野崎 拓哉

　覚悟を決めて初めての２泊３日の禁酒 NG 愛知大作戦。禁酒は見事成功。アスリート２人
には少しアドバイスしながら２人とも１勝して銀メダル。岩白さんは予選では、やや緊張感
があり、レシーブが上手くいかなかった。チェンジコートの時にベンチに座らせ落ち着いて
いこうと声掛けした。決勝トーナメントはレシーブも入ってきた。見事銀メダル素晴らしかっ
た。練習している時とは異なる岩白君がそこにいた。箭原さんは準決勝では予選とは異なり、
サーブも入り、レシーブも上手くいった。見事勝ち銀メダル。優勝者には歯車がかみ合わず
残念、もう少し練習方法を変えて挑戦していきたい。岩白、箭原とも可能性がある。頑張れ。

団長 /陸上
大角 浩樹

　「超える歓び」を大会スローガンに開催された 2018 ナショナルゲーム愛知が天候にも恵ま
れ、感動と喜びに満ち溢れた大会が大成功に終わりました。競技を終え各会場から閉会式に
集まったアスリート、コーチ、ボランティアをはじめ今大会に関わった全ての関係者にはそ
れぞれに何かを「超えた」歓びの表情に溢れ、また参加した全てのアスリートが大会通じて
の貴重な経験は自信となり今後の人生の大きな財産になり、開会式での有森理事長の挨拶の
言葉にあった「全ての人の未来へのスタートになる」そんな大会に成り得たものと思います。 
富山にはナショナルゲーム未経験のアスリート、コーチが大勢おられますが、今後の大会
に是非参加しそれぞれに「超える歓び」を味わって頂き、そしてその先の世界に挑戦して
いただければと願います。私自身、是非また大会に参加し全国の仲間たちと再会し「超え
る歓び」に浸りたいと思いました。今回の大会では富山選手団の団長として参加させてい
ただきましたが、準備の段階から大勢の皆様にご協力を賜り、支えていただきましたこと
を心より感謝申し上げます。

副団長/テニス
本田 智寛

　ゲームを重ねるごとにみるみるプレーが良くなっていき、驚きました。二人とも確実に
大会前より上手くなっています！ナショナルゲームという機会がアスリートを大きく成長
させることを強く実感する大会でした。

テニス：他地区のアスリートと バスケ：名刺交換 ボウリング：集合写真

競泳：集合写真 応援ファミリー 表彰式　左）陸上　右）バスケットボール
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　7 月 22 日（日）、夏季ナショナルゲーム・愛知

（NG 愛知）の成功と無事を祈願するため、選手団

が日枝神社を訪ねました。

　当初の予定では、富山市内を走りトーチをつな

げるトーチランも予定していたのですが、当日は

熱中症の危険が高く、アスリートの安全を考えた

結果トーチランは中止となりました。この日まで

消防団の方々をはじめ、多くのボランティアの皆

様にもご協力いただき準備を進めてきており、関

係者は断腸の思いだったはずです。今年の酷暑で

は、リスク管理の難しさをまざまざと感じること

になりました。

　選手たちは前日の合宿により団結力も高まって

おり、和気あいあいと元気に日枝神社に集まりま

した。集合写真を撮る一瞬でさえも暑さで目眩が

するような日でしたが、選手団ファミリーの皆さ

んのご協力もあり、無事に祈願を終えることがで

きました。

夏季ナショナルゲーム・愛知の成功を祈願

　7 月 31 日（火）に、夏季ナショナルゲーム・愛

知に参加する選手団を代表し、大角浩樹選手団長

とアスリート 4 名が富山県庁の前田彰久厚生部長

を訪問し、ご挨拶しました。

　冒頭には選手団一人ひとりが紹介され、前田部長

から「くれぐれも体調にを気をつけて頑張ってきて

ください」と激励のお言葉を頂きました。そして「ど

うして、その競技を始めたのですか？」と尋ねら

れ、アスリートが返答に窮したところで大角団長

がこっそり耳打ちし助け舟を出したのですが、ア

スリートは「いや、そうではなくて」と…室内が

笑いに包まれました。和やかな雰囲気の中、最後

にガッツポーズで記念撮影をしました。訪問の様

子は、翌日 8 月 1 日の北日本新聞に掲載されました。

夏季ナショナルゲーム・愛知　選手団代表が県庁を訪問

大角NG愛知選手団団長 舎川トーチランin富山実行
委員長（左）と村上監事（右）

お神酒（実は清涼飲料）を
受け取る選手たち

神妙な面持ちの参加者たち おそろいのトーチランの Tシャツが素敵！

上さん（陸上で参加） 辻内さん（陸上で参加）

上原さん
（ボウリングで参加）

岩白さん（テニスで参加）

大角団長がこっそり耳打ち… 前田厚生部長から激励

大村障害福祉課長はトーチランＴシャツを着用してくださいました。
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　2 月 24 日（土）～ 25 日（日）の 2 日間にわたっ

て、コーチクリニックが開催されました。

　24 日は富山市障害者福祉プラザにて GO・A（ゼ

ネラルオリエンテーション・アスリート理解）が

行われ、三宅徹ナショナルトレーナー（SON・大阪 )

を講師にお迎えしてアスリート理解を講義してい

ただき、そしてわれらが富山の大角浩樹アルペン

スキー HC がゼネラルオリエンテーションの講師

を務めました。当日は 30 名近くの参加者が熱心

に受講しました。

　翌 25 日のロッジ太郎と極楽坂スキー場で開か

れたアルペンスキー座学と実技も大角 HC が担当

しました。大角 HC はトレーナー候補として今回

臨みましたが、今後も講師として幅広く活躍され

ますよう、また皆さまの応援よろしくお願いしま

す‼

アルペンスキーCCを開催しました

　5 月 20 日（日）、国立オリンピック記念青少年

総合センター第 1、第 2 体育室で開催された「ユ

ニファイドバスケットボールフェスタ 2018」（主

催：認定 NPO 法人スペシャルオリンピックス日

本 ･ 東京）に参加しました。今回は隣県の石川か

らパートナーが加わり、2 地区混成チームとして

アスリート 4 名、パートナー 3 名、コーチ 2 名の

メンバーでした。チーム名は「富山イエローファ

イターズ」。

　早朝、富山を出発しての日帰り参加という強行軍

でしたが、ディビジョン３で見事、優勝‼バスケと

してユニファイド形式での大会自体、初の開催で、

相手は関東地区のチームばかりでこれまた初対戦。

初めて尽くしの中、力を出し切りました‼

「ユニファイドバスケットボールフェスタ2018」に参加しました

　8 月 4 日（ 土 ）13：00 ～ 16：30、 富 山 市

2000 年体育館で東海北信越ブロックスキルアッ

プ講習会を富山と他地区合わせて 33 名の参加に

て開催しました。講師として、協和発酵キリン卓

球部所属で、2018 年全日本卓球選手権でシング

ルスベスト 8 の松平賢二選手をお招きしました。

　講習内容は、全日本の練習前に実施しているス

トレッチやトレーニングを始めとして基本的な動

作、回転、サーブ等をわかりやすく、楽しく教え

ていただきました。通常のプログラムではスト

レッチやトレーニングは重要視されない傾向にな

りがちなところ、かなり参考になりました。

　また、松平選手が所属する協和発酵キリン卓球

部は、全国にある支援学校にて講習会を年 4 回程

度実施しているとのことで、松平選手はアスリー

トにも気軽に接しており、かなり良い雰囲気で講

習会を実施することができました。

　今後も機会があれば、松平選手にご協力をいた

だけたらよいですね。

卓球スキルアップ講習会　「公益財団法人	森村豊明会　助成事業」
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　8 月 4 日（土）9：30 ～ 11：30 にて富山市立

堀川中学校女子卓球部、富山市立奥田中学校女子

卓球部および日頃から参加されているパートナー

の皆さんと一緒に富山市 2000 年体育で EKS デー

イベントのユニファイド卓球の試合を行いまし

た。初めて会う中学生と試合ができたことおよび

中学校の部活の雰囲気を感じることができたこと

は今後、アスリートが社会参加をする際に動揺な

く、落ち着いて行動ができる訓練になりました。

また、中学生はアスリートと接することができ、

知的障害を理解できる場となったため、インク

ルージョンの地域社会を作る第一歩としての良い

イベントになりました。今後ともアスリートの成

長のために、また地域社会の皆様に知的障害を理

解いただくために、ユニファイドの活動を推進し

ていきます。

EKS デーイベント　「公益財団法人	森村豊明会　助成事業」

　2018 年冬季プログラムの様子をお届けします。冬季なので「寒い」はずなのですが、元気いっぱいのア

スリートとコーチのあったかい笑顔に思わず「ほっこり」♪

2018 年冬季プログラム報告

コーチの優しい指導にじっと聞き入ります いくよー、ゴールねらうよー‼

よ～し、今日もがんばるぞー 見て見て‼ひとりですべれるよ♪ フラフープは初心者アスリートのつ
よーい味方

フロアホッケー

アルペンスキー
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　今夏も 2018 年夏季プログラムが開催されました。まれにみる猛暑の中、熱中症対策に追われなが

らのプログラムでした。ほんとうに暑い夏でしたね。

2018 年夏季プログラム報告

いつも優しく指導してくださる野崎HC サーブ練習中　日差しがまぶしい！

一般の方と一 緒にマナーを

守って。バタ足もできるよう

になりました。

テニス

水泳（魚津）

あれれ？ころんじゃった？ コーチ陣も全力疾走‼

ボール、大好きだね♪ 「イエーイ」満面の笑みでハイタッチ♥

スノーシューイング

ヤングアスリート

いつもは体育館で練習してい

ますが、今年は初めて屋外で

もプログラムを行いました。
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わかります？実はおニューの

ユニフォームなんです♥

多球練習から、試合まで盛り

だくさん‼他にユニファイド

卓球プログラムを開催してい

ます。

爽やかな一陣の風のように…なんて軽快 夕刻から始まるプログ

ラム。ナイター照明に照らされて

ボウリング

卓球

陸上 ユニファイドサッカー

バスケットボール
（富山・滑川）

ナイスシュート！！

コーチの指導を熱心に聞いて

います。バタ足練習、がんばっ

て！

水泳（高岡）

き れ い な 音 や 楽 し い メ ロ

ディーに合わせて♪

文化
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　7 月 1 日（日）、県民公園・太閤山ランドでファ

ミリー委員会企画のバーベキューが開催されまし

た。毎年皆さんが楽しみにしている企画の一つで、

今年もたくさんの参加者でにぎわい、大いに盛り

上がりました。また来年、元気に集まりましょう

ね。

楽しかったね！恒例のバーベキューを開催

　3 月 31 日（土）、文京学院大学 本郷キャンパスにて開催されました

「2018 年度スペシャルオリンピックス日本 全国代表者会議」の 2017 年

度自己評価結果表彰において、SON・富山が「きらり賞」を受賞しました。

　自己評価は毎年、各地区から提出するものですが、今回、「2017 年度

自己評価において先駆的な取り組みや貴重な情報を提供されきらりと光

る活躍が認められ（表彰文より）」たことに対して表彰されました。

　昨年、法人化したこともあり、これからもこの受賞を励みに、ますま

すがんばっていきましょう。

「きらり賞」を受賞

　SO 日本全国代表者会議での「きらり賞」受賞が契機となり、ホシザキチャリティクラブ様より多額の

ご寄付を頂戴しました。

　会員の皆様にご報告するとともに、心より御礼申し上げます。

ホシザキチャリティクラブ様より、ご寄付をいただきました！

話題の二刀流で調理！

アウトドア同好会の皆さま今年はかき氷が大人気 玉入れ ゴム紐をジャンプ

美味しく食べてまーす

ホシザキチャリティクラブ（以下ＨＣＣ）様のご紹介
　ＨＣＣは、業務用冷蔵庫や全自動製氷機を製造しているホシザキ ( 株 ) お

よび国内グループ会社の社員給与の一部を積み立て、社会貢献活動に活かす

ことを目的とした団体です。2012 年から活動を開始し、現在、約 6000 名、

70％の社員が加入しています。当会はこれからも、障碍者支援、自然保護活

動などを行っている団体、自然災害復興に協力していきます。

（HCC 事務局様よりご寄稿いただきました）
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　5 月 27 日（日）に富山市障害者福祉プラザにて、

「2018 年度特定非営利活動法人スペシャルオリン

ピックス日本・富山総会」を開催しました。

　まずは藤井裕久理事長が開会の挨拶に立ち、続

いて五十嵐務顧問、村上和久監事、山崎宗良副理

事長がそれぞれ挨拶を述べました。

　当会には多くの企業・団体様が、ご寄付だけで

はなく、プログラム会場の費用を無料にして下

さったり、コーチとしてご参加くださったり、あ

るいは印刷物のご提供等、様々なかたちで会の活

動を支援してくださっています。本当にありがと

うございます。総会では、その中でも特に多くの

ご支援・ご寄付をお寄せ下さった 11 の企業・団

体様に感謝状を贈呈しました。ここに企業・団体

様を記し、改めて感謝申し上げます。

　議事はスムーズに進行し、原案どおりすべて可

決されました。

　最後にファミリーで日頃の思いや疑問・質問な

どを話し合う「ファミリー全体会」が開かれまし

た。コーヒーでほっと一息つきながら、和気あい

あいとした雰囲気の中でファミリー同士の交流を

深めました。

2018 年度総会	報告

　藤井裕久理事長主催の「あおぞらグリーン会ゴ

ルフコンペ」が今年も 6 月 30 日（土）に開催さ

れました。コンペ後の表彰式会場（ファボーレホー

ル）にて、夏季ナショナルゲーム・愛知（NG 愛知）

選手団から、2 名のアスリートとそのファミリー

が大きな声で募金を呼びかけ、来場された会員の

皆様は快く次々と募金してくださいました。

　お志をお寄せくださいました皆様、本当にあり

がとうございました。改めて御礼申し上げます。

チャリティゴルフコンペで夏季ナショナルゲーム・愛知の PRと募金活動

（敬称略・50 音順）
アルビス株式会社
大谷製鉄株式会社
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
高岡市陸上競技協会
株式会社富山グラウジーズ
富山市消防団 富山方面団
長岡すみ子の会
富士ゼロックス北陸株式会社 富山事業所
株式会社古栃建設

感謝状贈呈式にご出席くださった方々
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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。

シーズン

開 幕 戦

最新情報は

コチラから！

横浜ビー・コルセアーズ

＠富山市総合体育館

　思いもよらぬ猛暑や災害に見舞われた今夏でし

た。富山でも猛暑日が続き、熱中症の心配などア

スリートの体調を気遣いながらのプログラム運営

となりました。ボランティアコーチの皆さまには、

普段よりも一層、気を遣う夏だったと思いますが、

そんな中でもこつこつと会の活動を支えてくださ

り、ありがとうございます！季節は移り、これか

らはスポーツの秋、食欲の秋！秋空のもと、爽や

かにスポーツを楽しみましょう！

（SON・富山事務局：info@son-toyama.jp）

※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。

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
特非）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　上市支店　普通　6050137
　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（2018 年 2月 1日～ 2018 年 8月 31 日）＞  敬称略

小野澤　豊造
小栗　絢子 田中　洋一郎 旭　雄士 三松　隆之

素谷　宏 素谷　孝子 高島　哲 高島　容子
辻　圭介 辻　啓子 道下　和美

新出　浪子 井尻　宏一 市田　蕗子 岩白　翔太 浦田　夏子 大角　拓海 河合　牧子 下条　竜一
腰田　恵子 佐伯　秀彦 坂野上　満 作井　重男 姿　真紀 瀧脇　隆志 寺畑　雅英 東井　晃一
長江　幸代 中田　彩子 長森　清 長森　万里子 奈辺　晴美 西野　晃一 橋場　元 福島　朝子
福島　茂次 保里　進 本多　洋美子 本間　一正 松井　純子 松岡　英治 三上　裕之 宮崎　賢行
宮崎　和子 宮下　洋子 宮林　隆夫 村下　勇 村下　昭一郎 室橋　春光 安吉　佐知恵 山口　修
山口　恵美 山崎　政行 山本　明 山本　松昭 両角　良子 若松　文枝 和田　とも美

ホシザキ株式会社　ホシザキチャリティクラブ 大谷製鉄株式会社
北酸株式会社 あおぞらグリーン会

一般社団法人富山県手をつなぐ育成会 明るい社会づくり 株式会社梅かま
大山観光開発株式会社 ソニー生命保険株式会社 富山支社 JAIFA ソニー富山 株式会社新栄電設

ダイチ株式会社 株式会社高橋 富山市消防団 八木小児科医院
株式会社ロキテクノ　北陸工場


