
　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 10 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（2018 年 11 月時点）。
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日常のプログラムが世界につながる

今季のエッセイ

SON・富山　事務局次長　前川久美子
　新年明けましておめでとうございます。旧年中は
当会の活動に様々な面でご支援ご協力を賜り厚く御
礼申し上げます。本年もどうぞよろしくお願いいた
します。
　日本は今、東京オリンピック・パラリンピックに
向けてスポーツ界が盛り上がっています。スペシャ
ルオリンピックスにおいても、今年３月に夏季世界
大会がアラブ首長国連邦の首都アブダビで開催され
ます。SON・富山からは、戸田明里さんがボウリン
グ競技の日本代表アスリートとして参加することに
なりました。
　私が初めて息子を連れて SO のプログラム会場に
行った時、最初に話しかけてくれたのが明里さんで
した。明るい笑顔がとても印象的で、その表情から
は充実した日々を送っている様子がうかがえました。
息子の将来を悲観的にとらえていた私は、息子と
同じ障害をもつ明里さんが生き生きと楽しくそして

堂々と活動している姿を見て、心がパッと明るくなっ
たことを鮮明に覚えています。その明里さんが今回
世界大会へ出場されることが決まり、うれしい限り
です。
　スペシャルオリンピックスは、日々のプログラム
が世界につながっています。身近なアスリートが世
界に行くとそれが実感できますし、私は事務局をし
ていてもう一つ実感できる場面があります。アスリー
トの皆さんが競技会でもらうメダルは、SO 国際本部
を通じてアメリカから富山に空輸され、競技会の日
に富山のアスリートの胸で輝きます。世界大会に行
かなくても、一人一人を世界中で讃えているのです。
それは、障害があっても前向きに生きようとする人、
それを支えるすべての人を讃えていると感じます。
　2019 年、新しい年がはじまりました。すべての皆
さんにとって素敵な１年になりますようお祈りいた
します。
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PHOTO　GALLERY　～写真で振り返る NG・愛知～

陸上 100ｍ（辻さん）陸上集合写真（他地区アスリート、ドリームサポーターの安藤美姫さん、
小塚崇彦さん、三井嬉子SON会長と）

競泳（花木さん）競泳表彰式

ボウリング（ガッツポーズ！）ボウリング（戸田さん）

競泳（塚本さん） バスケットボールの会場前で（大坪さん）競泳集合写真

バスケットボール
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テニス（メダルとVサイン）テニス（箭原さん）テニス（会場前で集合写真）

オープニングアイズ フィットフィートスペシャルスマイルズ

　富山市にある富山電気ビルディング４階・光の間にて、「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」（NG・愛知）に参加した選手団の功績を讃え、祝勝会が開催されました。

　藤井裕久 SON・富山理事長・山崎宗良副理事長のあいさつ、鋪田博紀監事による乾杯の後、選手団の活躍を

まとめたスライドショーを観つつ和やかに歓談しました。中盤は競技ごとにメダルやリボン、コーチ陣の感想

も披露され、大会を振り返りました。最後は大角浩樹団長の挨拶で締めくくられて閉会となりました。

　NG・愛知に参加した選手団が富山県庁に前田彰久厚生部長を訪ね、皆さんから頂いた応援に感謝し、競技成

績等を報告しました。藤井裕久 SON・富山理事長、吉田満同事務局長とファミリーが同行しました。

祝勝会　2018/10/13（土）

県庁で報告　2018/11/6（火）
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「2019 年スペシャルオリンピックス夏季世界大会・アブダビ」日本選手団として、アスリート・戸田明里

さんが参加されます。参加競技はボウリング。日頃の練習の成果を大舞台で思いっきり発揮してきてくだ

さい‼

「2019 年 SO 夏季世界大会・アブダビ」日本選手団　参加アスリート紹介

　事前合宿や世界大会で日本の他地区のアスリートやコーチと同じ日本選手
団として活動し、仲良くなりたいと思います。またアブダビでは世界の多く
のアスリートや地元の方々と交流するのが楽しみです。
　多くの皆様に応援していただいたことを思い出し、アブダビで頑張ってき
ます。

　県民公園太閤山ランドにてコーチクリニックを開催しました。午前中は園内ふるさとパレスにて GOA（ゼ

ネラルオリエンテーション・アスリート理解）の講義が行われ、講師は SON・富山のアルペンスキーヘッ

ドコーチでもある大角浩樹さんが務めました。午後からは会場を同じく園内のファミリー・スポーツ・プ

ラザに移し、陸上実技が行われました。講師は SON・愛知より八塚奈保子ナショナルトレーナーをお招き

しました。

陸上コーチクリニックを開催  2018/11/10（日）

八塚トレーナーを囲んで熱心に聞き入る受講者の皆さんGOA講義中の大角トレーナー

クリスマス会を開催  2018/12/16（日）

美味しいご馳走にイエーイ‼アスリートがサンタを連れてきまし
たよ

　12月16日（日）11:30から、富山電気ビルディング５階大ホールで恒例のクリスマス会を開催しました。

今回のゲストはシンガー英樹さんと竹山佳保里さん。大黒摩季や長渕剛、そしてご自身のオリジナル曲等、

SON・富山を応援してくれる歌が続きました。お約束のサンタクロースも登場し、抽選会ではすてきな

プレゼントもたくさん。一足早いクリスマスを楽しみました。

ゲストのシンガー英樹さんと竹山佳
保里さん
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　9 月 15 日 ( 土 )、サッカープログラムの競技会が行われました。あいにくの雨模様でしたが、

みんな日頃の練習の成果を出してプレーしました。今年も FC ひがしさんにサポートしてもらい、

とても良い時間が持てました。FC ひがしさんからは中学 3 年生と 1 年生の 33 人が参加してくれま

した。

いくぞ！シュート！！開会式での山本副理事長の挨拶

2018 年夏季プログラム競技会の様子

サッカー

陸　上
　10 月 13 日 ( 土 )、高岡市営城光寺陸上競技場で陸上競技会が行われました。この日の天気は晴

れでしたが、秋も深まり肌寒く感じる気温でした。自己ベストをめざして秋空のもと、力を尽くし

ました。閉会式には藤井理事長があいさつをし、アスリートの健闘をたたえました。

水　泳
　10 月 14 日 ( 日 )、高岡市長慶寺プールにて水泳高岡会場・魚津会

場合同の競技会が開かれました。水泳魚津の中田拓磨さん・水泳高岡

の中山寛滋さんのアスリート宣誓の後、自由形や背泳ぎなど 5 種目が

行われました。表彰式では、精一杯力を尽くしたアスリートの笑顔が

はじけました‼

緊張してるかな？大丈夫、
大丈夫！

アスリート宣誓

魚津会場の皆さん高岡会場の皆さん

がんばりましたね！おめでとう！100m走。めざせ、自己ベスト！
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ボウリング 　10 月 21 日（日）、富山地鉄ゴールデンボウルで SON・富山 2018 年夏季ボウリング競技会

が開催されました。３ゲーム制の競技で、日頃のトレーニングの成果を発揮しました。

　お互いに健闘をたたえ合い、ファミリーがプレゼンターを務めた表彰式の後、サンキューパーティ

でコーチの皆さんに感謝を伝えました。

今年も充実のプログラムでした！！おぉー！華麗なフォーム！

バスケットボール 　11 月 11 日（日）、サン・アビリティーズ滑川で富山会場・滑川会場合同競技会が行われ

ました。午前中の合同練習会の後、例年のお楽しみ、ファミリー心づくしのカレーライスで

大満足なお昼をいただいて午後から競技会。美味しいカレーで元気 100 倍‼個人競技・チーム競技

ともに好記録＆好プレーが続出して熱気あふれる競技会となりました。

リバウンドとれー！カレーの中にドラゴンボール！？ランニングでアップ

テニス 11 月 25 日（日）、テニス競

技会がいつも練習している不二越体育

館で開催されました。今年は、室内だ

けではなく外のコートで練習したり、

試合形式で特訓をしたりと、いつも以

上に工夫を凝らしたプログラムでした。

山崎副理事長からメダルの授与

来年もがんばりましょうね！

卓　球 11 月 25 日（日）、柳町小学校体育館にて

ユニファイド卓球・卓球の競技会が行われました。

ユニファイド卓球プログラムの競技会はファミリー

やコーチも入っての「ユニファイドダブルス」。ア

スリートはいつも通り全力で頑張った！アスリート

のナイスプレーに助けられてファミリーもなんとか

試合ができました。後半は卓球プログラムの競技会

が開かれ、こちらは個人競技とシングルス。皆さ

ん、 と っ て も う

ま く な っ て い ま

した！

バックハンド、決まる
かな？

金メダル、おめでとう！
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　9 月 2 日（日）、9 月 16 日（日）の 2 日間にわたって開催された「2018 年 第 10 回スペシャルオリンピッ

クス日本・石川 夏季地区大会」に卓球・ボウリングの 2 競技に参加しました。SON・石川さんからは毎年、

この大会にお誘いいただいています。アスリートはのびのびとプレーし、日頃の練習の成果を発揮するこ

とができました。

2018 年 第 10 回スペシャルオリンピックス日本・石川 夏季地区大会

　アスリート 7 名、パートナー 1 名、

コーチ 1 名で参加しました。シング

ルスの試合後、ファミリーも参加し

てのダブルスも行われ、ファミリー

もアスリートと一緒に汗を流しまし

た。

卓球　9/2（日）　会場：金沢市鳴和台市民体育館

　アスリート 4 名、コーチ 2 名で参加しました。新し

くそろえたユニフォームでは初の県外遠征です。メン

ズはブルー、レディスはピンクの花が華やか‼表彰台

のアスリートの表情も輝いています。

ボウリング　9/16（日）　会場：御経塚グランドボウル

◆シングルス（決勝）の結果
ディビジョン 1（混合）：1 位　末村　遼、2 位　福島貴大、3 位　旭　秀生
　　　〃　　２　〃　  ：2 位　山岸淳紀、3 位　高畠　諒
　　　〃　　３　〃　  ：1 位　中山真美、パートナー参加　旭　龍哉
　　　〃　　４　〃　  ：1 位　寺島知駿

◆結果
ディビジョン 1：２位　中山真美、3 位　常木くるみ
　　　〃　　４：1 位　八木信成
　　　〃　　５：1 位　森永匡俊

　11 月 3 日（日）、「2018 年スペシャルオリンピックス日本・新潟 ボウリング地区競技会」に参加しました。

会場はグランドボウル黒埼。アスリート 3 名、コーチ 2 名で参加しました。アスリート宣誓は中山真美さん、

始球式は森永匡俊さんが担当しました。

　前半は競技会、後半はコーチやファミリーも参加しての親睦ボウリング競技会。アスリートもコーチも

和気あいあいとした中で、でも競技には集中してトライ！新潟の皆さまには温かく迎えていただき、あり

がとうございました。

2018 年スペシャルオリンピックス日本・新潟 ボウリング地区競技会

◆結果
　笹井大生　金メダル（３ゲーム Total 325）
　森永匡俊　銀メダル（３ゲーム Total 474）
　中山真美　金メダル（３ゲーム Total 347）

温かく歓迎してくださった新潟の皆さん



事務局から

※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。
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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！

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

※お問い合わせは、SON･富山事務局まで
メールでお願いします。

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

＜正会員に登録いただいた皆様（2018 年 9月 1日～ 2018 年 11 月 30 日）＞	 	 	 敬称略
五十嵐　務 井尻　宏一 岩城　勉 宇於崎　俊陽 宇於崎　洋子 大野　美香
上原　恵 上原　公子 五本　幸正 高島　衛 高島　貢三子 宝島　一浩
宝島　恵子 中川　佳秀 中川　亜希子 西野　晃一 西野　綾野 藤井　裕久
前田　朋美 松井　純子 三松　徳之 三松　絹枝 山崎　政行 山崎　麻住実
渡辺　守人

中川　玉枝 福島　茂次 杉森　喜三郎
岩白　真美子 島　隆之 素谷　宏 素谷　孝子
青木　誠之助 荻生　明美 槻　栄一 佐伯　秀彦 坂野上　満 沢田　功
高畠　淳子 寺畑　雅英 長江　幸代 中川　佳秀 中川　亜希子 西野　晃一
橋場　元 福島　朝子 三上　恵美子 三松　隆之 村上　朝子 村中　大治
森　祐子 山岸　明子 山口　修 山口　恵美 山崎　政行 山崎　麻住実
山本　明 山本　松昭

株式会社 新栄電設 ダイチ株式会社 アルビス株式会社
明るい社会づくり推進富山市連合会 渋谷クリニック 高岡ライオンズクラブ

株式会社 高橋 株式会社 古栃建設 富山市消防団　

＜賛助金・寄付金をお寄せくださった皆様（2018 年 9月 1日～ 2018 年 11 月 30 日）＞		 敬称略

　年が明けて 2019 年を迎えました。皆様、本年

もどうぞよろしくお願いいたします。昨年は 7 月・

12 月に開催を予定しておりましたトーチランがい

ずれも酷暑と降雪のために中止となってしまいまし

た。当日も含め、事前よりご支援ご協力くださいま

した皆様には心より御礼申し上げます。

  今年は 3 月に世界大会がアブダビで開催され、富

山からもアスリートが日本選手団に参加します。選

手団の皆さんが世界を舞台に、とびきりの笑顔で活

躍されますように。

　一方、富山では 2019 年冬季プログラムを開催中

です！ですが、活動を支えてくださるボランティア

の方がまだまだ不足しています。皆様の周りでボラ

ンティアとして参加してくださる方はいらっしゃい

ませんか？ぜひともお誘いの一言をかけてみてくだ

さい。「新年！ボランティアを新しく始めてみませ

んか？」　（SON・富山事務局：info@son-toyama.jp）


