
　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 190 ヵ国以上で、約 540 万人のアスリートと 110 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（2019 年時点）。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ヤングアスリートプログラム、文化プログラムに取り組んでいます（2019 年 11 月時点）。
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ファミリー副委員長　　　飯　まどか

今季のエッセイ

2020 年度総会での感謝状贈呈にご出席くださった代表の方 と々鋪田理事長
向かって右より北酸㈱、長岡すみ子の会、富山市消防団富山方面団、㈱富山グラウジーズ、㈱高橋、ダイチ㈱、鋪田理事長

（敬称略）

　私たち夫婦と息子が SO に出会って、7 年が経ちました。
　当時息子は富山市内の保育所に通っていましたが、少
しずつ自我が芽生えてくるに従ってこだわりが強くなり、友
達とのトラブルも増えていきました。私は保育所に迎えに
行く度、友達や保護者の方に謝っていました。1 歳の頃か
らてんかん発作で入退院を繰り返し、その薬の副作用のた
め発汗ができず、屋外での運動は難しい状態でした。屋
内で行う水泳ならどうかとスイミングスクールに相談し、事
情を話した上で受け入れていただきました。そこで初めて
できた友達に教えてもらったのが SO との出会いでした。
　最初に参加したプログラムはヤングアスリートでした。新
しい事や初めて会う人が苦手な彼は、うまくいかないと怒っ

たり、その場から動けなくなったりする事が多く、私はまた
いつものように謝ってばかりいました。そんな時、あるファ
ミリーの方が「どうして謝るの？ここでは皆同じだから、謝
る必要なんて全然ないよ。ありがとうって伝えたらいいと思
うよ。」と私に話してくださいました。ここは、そのままの
息子も私たち夫婦も受け入れてくれる、私たちがいていい

「居場所」なんだ、と思い、涙が止まりませんでした。
　SO で、たくさんのアスリート・ファミリー・コーチの方
に出会えて、本当に感謝しています。この素晴らしい SO
をもっと多くの人に知ってもらい、その人たちの「居ごこち
のいい場所」にもなったらいいなと思っています。

SO に出会って



2

　新型コロナウイルス感染症流行の影響により、2020 年 2 月 21 日（金）～ 23 日（日）

の 3 日間に亘って北海道で開催予定の「2020 年第 7 回スペシャルオリンピックス日

本冬季ナショナルゲーム・北海道」（NG・北海道）は、中止となりました。選手団一

同、大変残念な思いでおりますが、次の機会を楽しみに日々のプログラムをがんばっ

ていきます。

　これまで本大会に向けて、様々な激励をいただいた皆様に心から感謝申し上げます。

これからもどうぞ応援よろしくお願いします‼

「2020 年第 7 回スペシャルオリンピックス冬季ナショナルゲーム・北海道」中止のお知らせ 

　2020 年 2 月 6 日（木）、NG・北海道に出場する選手団より代表アスリートとコーチが富山県庁を訪問し、

市村仁志厚生部長から激励を受けました。

　県庁を訪問したのは、アルペンスキー競技より上原悠太さん、フロアホッケー競技より上卓さん、笹井大生さん、

佐藤光さんらアスリート代表の４人と、島隆之選手団団長、大

角浩樹アルペンスキーコーチ（選手団副団長）です。他、鋪

田博紀理事長、藤井裕久顧問、五十嵐務顧問、山崎宗良副理

事長、ファミリーが同行しました。

　市村仁志厚生部長からは、「北海道大会では、それぞれが

目指すメダルや目標があると思います。皆さんひとりひとりの目

標に向かって頑張ってきてください。」と励ましのことばを頂き

ました。終始和やかな雰囲気の中、アスリートははきはきと決

意のことばを述べたり、質問に答えたりすることができました。

NG・北海道選手団代表が県庁へ表敬訪問しました

　2019 年 12 月 8 日、毎年恒例のクリスマス会が富山市の電気ビルレスト

ランで開催されました。会場を大いに盛り上げてくださったアトラクション

は、SON・富山の文化プログラムを指導してくださっている道下先生と中野

先生、道下先生の旦那様の３人セッション。美味しいクリスマスのご馳走と

ヒット曲満載の歌やダンス、そしてもちろんお約束のサンタさんも登場し、

今年もとても楽しいひとときでした。

クリスマス会を開催しました 

市村仁志厚生部長、鋪田理事長とともに

さあ、プレゼントターイム !(^^)! こ
の札の番号、当たったのはだーれ
だ？

♪アトラクション、スタート♪

最後に全員で記念写真。今年もクリスマス会は大人気‼
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　2020 年 2 月 9 日（日）、富山市障害者福祉プラザにて 2020 年度総会

が開催されました。総会では鋪田理事長が議長を務め、2019 年度事業報

告と決算・監査報告、2020 年度事業計画・予算案・役員運営委員案につ

いて審議が行われ、すべての議案が提案通り可決承認されました。

2020 年度総会を開催しました

感謝状をお贈りした感謝状をお贈りした
個人・企業・団体様一覧個人・企業・団体様一覧

（50 音順 敬称略） 

大谷製鉄株式会社 
大山観光開発株式会社 
不二越健康保険組合   杉田 恒雄
ダイチ株式会社 
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 
株式会社高橋 
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 
北酸株式会社 

鋪田理事長より開会のあいさつ

●感謝状の贈呈

　総会に先立ち、昨年度会の活動へ多くのご支援ご協力をお寄せ下さった個人・企業・団体様へ毎年感謝状

をお贈りしています。今年度は 13 の個人・企業・団体様名の披露がありました。いつも多大なるご協力をい

ただき本当にありがとうございます。

ダイチ㈱より 
代表取締役社長
田中洋一郎様

㈱高橋より 
代表取締役 高橋 賢様

㈱富山グラウジーズより
代表取締役社長 永守 徹様 

富山市消防団富山方面
団より　富山方面団本部
方面副団長 田中保茂様

長岡すみ子の会より
副会長 大森静子様

北酸㈱より 
産業資材事業部
事業部長 山森誠治様

●ファミリー全体会を開催しました
　総会終了後、ファミリー全体会が開かれました。ファ
ミリー全体会では、会からの新しいお知らせが聞けます
し、普段のプログラムを超えたファミリー同士の交流が
あります。「久しぶりだね～！元気？」の一声から始ま
るつながり、大切にしたいですね！
　総会とファミリー全体会が終了し、2020 年度も本格
的にスタートです！

和やかな雰囲気の中、ファミリー同士の意見交換 
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　2020 年冬季プログラムは 2019 年 12 月から始まりましたが、近年まれに見る暖冬小雪の影響で雪

上競技は悪戦苦闘。さらには新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2 月末ですべてのプログラムを

終了することとなってしまいました。きびしい条件下でのプログラムとなりましたが、そんな中でも変

わらずにがんばるアスリートの様子をお届けします‼

2020 年冬季プログラムの様子

アルペンスキー ( 土曜日開催、日曜日開催　会場：極楽坂スキー場）

集合場所まではスキーを持って登ります。
ファミリーにはちょっとつらいかも？

フロアホッケー（会場：富山市立柳町小学校体育館、不二越体育館）

後ろから支えてくれるコーチ、頼もしい‼

暖冬の影響で県内スキー場は悲し
いほどの雪不足が続きました。今
季は土曜日プログラム 1回のみの
開催でした。また来季に期待しま
しょう‼

ちっちゃい子チームの試合です。
ぼくが、わたしが、パック取るんだ～‼ 

こちらはベテランチーム。NG 前の練習で
気合十分！ 

スノーシューイング
（会場：太閤山ランド）

今季、プログラムは開催されません
でした。

卓球
（会場：富山市立柳町小学校体育館）

卓球プログラムは 3月からスタート
の予定でしたが、新型コロナウイル
ス感染拡大防止対策によるプログラ
ム終了のため、残念ながら開催さ
れませんでした。

ヤングアスリート（会場：富山市障害者福祉プラザ）

大きなボールでボウリング！ペットボトルのピ
ンを倒すよー！ 

できるかな？思いきってジャーンプ‼

今季の開催は 3回でした。小さな
アスリートたち、来季、みんなびっ
くりするほど大きくなった姿を見
せてくれるのを楽しみに待ってい
ます！

バスケットボール（会場：富山市立柳町小学校体育館）

基礎コースメンバーの試合。みんな、走
るの速い！ 

発展コースメンバー、試合開始のジャンプ
ボールの瞬間

バスケットボールプログラムは今
季 2回、開催できました。はつら
つとプレーする姿、来季はもっと
見られますように。
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　2020 年 2 月 24 日（月・振替休日）、富山県総

合体育センターにて開催された「第 19 回富山県障

害者スポーツ大会（卓球競技会）」にアスリート 2 名

（福島さん・山岸さん）が参加しました。新型コロ

ナウイルス感染拡大防止のため、マスク姿の選手・

スタッフが多く、常とはちょっと違った緊張感があり

ました。

　3 ～ 4 人リーグ戦の予選の結果によって、決勝は

福島さんは 1・2 位トーナメント、山岸さんは 3・4

位トーナメントに入りました。ともにベスト 4 まで勝

ち進み、これまでで最高の 4 位となりました！両トー

ナメントの決勝と 3 位決定戦は、会場内の真ん中に

卓球台をしつらえ直して 4 試合一斉に行われます。

響き渡る声援の中、二人の赤いユニフォームが躍動

していました。

大会・競技会参加報告大会・競技会参加報告　第 19 回富山県障害者スポーツ大会（卓球競技会）

サーブをどこに落とすか、ねらうのも作戦

日頃の練習の成果 ! がんばりました !

　SO 日本のメインスポンサーのひとつであるユニクロ・GU さんの屋外イベントが開かれます。会場はイ

オンモール高岡のユニクロ横にある「きときと広場」。小学生低学年を中心とした子どもたちと SO のアス

リートがかけっこやボッチ、サッカーといったスポーツを通じて交流をはかります。

　普段のプログラムを飛び出して、いろんな人たちと思いっきり体を動かしましょう‼たくさんのアスリー

トの参加をぜひ、お願いします‼

お知らせお知らせ　ユニクロ・GU と SON・富山合同の屋外イベントが開かれます !!

日　時 ： 2020 年 10 月頃　10 ： 00 ～ 12 ： 00
会　場 ： 「きときと広場」 （イオンモール高岡のユニクロ横）

＜会場地図＞
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　2 月 9 日に開催された 2020 年度総会にて、新年度の役員・運営委員の方々が決まりましたのでお知

らせします。担って下さる皆さま、今年度どうぞよろしくお願いいたします。

2020 年度　役員・運営委員

役職名 氏名

理事長 鋪田　博紀

副理事長 山崎  宗良

副理事長 山本　隆司

副理事長 山本　肇

特別顧問 山口　昌広

顧　問 五十嵐　務

顧　問 渡辺　守人

顧　問 藤井　裕久

理事・事務局長（兼任） 吉田　満

理事・会計（兼任） 宿屋　美由起

理　事 本田　智寛

理　事 岡田　励

理　事 大角　浩樹

理　事 渡邊　康広

理　事 中山　育子

理　事 福島　朝子

監　事 村上　和久

監　事 舎川　智也

運営委員会名 氏名

運営委員長（新任） 岡田　励

アスリート委員長 杉森　建彦

アスリート副委員長 中山　真美

アスリート副委員長 岩白　翔太

スポーツプログラム委員長 本田　智寛

スポーツプログラム副委員長 戸田　武宏

スポーツプログラム副委員長（新任） 鳥内　禎久

ノンスポーツプログラム委員長
（自立支援）

高緑　千苗

ノンスポーツプログラム副委員長
（自立支援）

大坪　恭子

ノンスポーツプログラム副委員長
（自立支援）（文化）

田口　靖子

ファミリー委員長 大角　浩樹

ファミリー副委員長 笹井　美保

ファミリー副委員長 荻野　康子

ファミリー副委員長 松倉　峰江

ファミリー副委員長（新任） 右近　博司

ファミリー副委員長（新任） 飯　まどか

広報委員 増渕　佳子

広報委員（新任） 前田　朋美

ボランティア委員長 渡邊　康広

医療・安全対策委員長 中山　育子

医療・安全対策副委員長 方堂　千恵子

医療・安全対策副委員長（兼任） 小川　清美

事務局次長 福島　朝子

事務局次長 前川　久美子

事務局 ( 兼任） 小川　清美

事務局（新任） 高畠　淳子
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＜正会員に登録いただいた皆様（2019 年 11 月 1日～ 2020 年 2月 29 日）＞  敬称略

赤川　大 赤川　三佳 石金　一洋 石金　佳奈子 石倉　きよ子 石塚　隆春
石塚　芳美 石橋　健太 伊勢　洋 伊勢　真由美 岩白　誠 岩白　真美子
岩谷　由紀 宇於崎　俊陽 宇於崎　洋子 内山　隆一 内山　美紀 大角　浩樹
大角　美穂子 大坪　敏彦 大坪　恭子 大野　博司 大野　美香 小川　清美
尾塩　孝史 尾塩　真子 角島　吉朗 角島　外茂恵 上　隆義 上　文佐乃
上原　恵 上原　公子 河合　牧子 川幡 　恵 鬼原　健裕 鬼原　ゆかり
工藤　司 工藤　るみ子 熊代　晃子 下条　竜一 下条　由季子 小池田　真介
小杉　尚弘 小杉　妙子 小橋　啓一 小橋　伊希子 佐伯　秀彦 佐伯　育代
坂井　政彦 坂井　美津子 坂野上　満 笹井　隆康 笹井　美保 鋪田　博紀
鋪田　千賀 島　隆之 清水　保男 清水　利佳 舎川　智也 菖池　茂樹
菖池　直美 杉浦　直巳 杉森　真一 杉森　弘子 高井　英子 高島　衛
高島　貢三子 高島　哲 高島　容子 高畠　利明 高畠　淳子 宝島　一浩
宝島　恵子 田口　昌宏 田口　靖子 田島　秀彦 田島　美由起 田中　馨
田中　仁栄 田村　明美 田村　秀明 田村　明美 塚本　勝宏 塚本　須麻子
辻　圭介 辻　啓子 常木　修一 常木　育美 手島　譲 戸田　一郎
戸田　薫 鳥内　禎久 鳥内　千晶 中川　佳秀 中川　亜希子 中山　正之
中山　育子 奈辺　晴美 西野　淳子 野崎　拓哉 林　雅文 林　智子
福井　順子 福島　亘 福島　朝子 藤井　裕久 藤田　英治 藤田　美佐子
方堂　千恵子 本田　繁 本田　薫子 前川　馨 前川　久美子 増岡　良彦
増岡　靖子 松田　茂 松田　香織 三津島　淳 三津島　典子 三松　徳之
三松　絹枝 宮崎　賢行 宮崎　和子 宮林　隆夫 宮林　利佳 村上　和久
毛利　信幸 毛利　祐子 森永　文夫 八木　信一 八木　恵子 安吉　永興
安吉　佐知恵 山岸　泰明 山岸　瞳 山口　修 山口　恵美 山崎　宗良
吉田　大輔 吉田　めぐみ 腰田　恵子 渡邊　康広 渡邊　久子 渡辺　守人

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

田中　洋一郎 中川　玉枝 岡田　励
小栗　絢子 渋谷　敏幸 福島　茂次

田村　秀明 谷井　秀美 島　隆之 素谷　宏 素谷　孝子 野崎　拓哉
荻生　明美 下条　竜一 高島　容子 常木　修一 松岡　英治 三松　隆之
宮林　隆夫 村上　朝子 森永　文夫 山岸　明子 山口　修 山口　恵美
山本　明 腰田　恵子
北酸株式会社 株式会社新栄電設 株式会社成憲
日本海ガス株式会社 愛和報恩会 アステラスファーマテック株式会社
大山観光開発株式会社 株式会社高橋 株式会社富山ガスエンジニアサービス
株式会社古栃建設 八木小児科医院

＜賛助金・寄付金をお寄せくださった皆様（2019 年 11 月 1日～ 2020 年 2月 29 日）＞　　敬称略
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　2019 年 12 月 21 日、長岡すみ子の会様から寄附金 5 万円

をいただきました。 日頃より、 長岡様には、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

だき感謝申し上げます。ありがとうございました。

「長岡すみ子の会」様よりご支援をいただきました

左から、 長岡すみ子の会・鎌田会計様、長岡すみ子様、 
吉田満 SON・富山事務局長

事務局から

　2020 年冬季は新型コロナウイルス感染拡大防止

対策に追われました。2 月に開催の予定だった「ス

ペシャルオリンピックス 2020 北海道」も残念なが

ら中止となり、富山でも冬季プログラムは 4 月を待

たずに終了となりました。アスリートの皆さんも思

いがけず外出やスポーツの機会の少ない冬になった

かもしれませんね。スポーツを楽しめる普通の日々

が、実はとてもありがたいものだったのだと実感す

る毎日です。夏季プログラムではアスリートのはじ

けるような笑顔が見られることを祈っております。

（SON・富山事務局：info@son-toyama.jp）


