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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、世界では 200 の国と地域で、約 330 万人のアスリートと 60 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（2021 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

120 名のアスリートが 7 種のスポーツプログラム、文化プログラムに取り組んでいます（2022 年 6 月時点）。 

 

まぶしい初夏の陽差しの中、暑い熱い「2022 年第 8 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・

広島 トーチラン in 富山」が開催されました！ 

悪天候により、開催できなかった積年の想いを吹き飛ばすかのように盛大にトーチランが開催できたことは私

にとっても本当に貴重な経験となりました。準備段階から何度も打ち合わせに参加頂いたスタッフのみなさん、

そして、当日も大いに盛り上げて頂いたファミリーやボランティアのみなさん、消防団や富山グラウジーズの選

手のみなさん、また 4 回目にして初めて指揮を執らせて頂いた初心者の実行委員長をしっかりと支えてくださっ

た鋪田理事長には心から感謝申し上げます。 

そして、何よりもアスリートのみなさんが暑い日にもかかわらず、トーチを持ちいきいきと歩く姿を間近で伴

走？伴歩？できたことはかけがえのない経験になりました。なかには不安でトーチを持つことができなかったア

スリートもいましたが最後までトーチと共にみんなで一緒にゴールができたときは最高の瞬間となりました。 

11 月 4 日～6 日に広島でスペシャルオリンピックスの夏季ナショナルゲームが開催されます。すべてのアス

リートにとって大いなる成長の場となるよう心から願っております。   
 

●トーチランを終えて                       トーチラン実行委員長 舎川 智也 
 



団長：本田さん 

コロナの影響で北海道大会が中止になったため、4 年ぶりのナショナルゲームです。

例年より小規模の選手団ですが、それぞれに力いっぱい頑張ることで、富山の SO を

盛り上げるきっかけにできればと思います。皆様、応援よろしくお願いします！ 

2022 年 11 月 4 日（金）～6 日（日）に、「2022 年第 8 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」が、広島県で開催されます。SON・富山からは、ボウリング、競泳、卓球競技に選手を派遣します。例年

と比較し選手団の人数が少ないですが、少数精鋭！皆、久し振りのナショナルゲームに燃えているはず。応援

を、よろしくお願いします。出場する皆さんに意気込みを聞きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

競泳 

ヘッドコーチ：山崎さん 

「チーム全員で、しっかり

準備をして、「がんばる勇

気」を MAX にして、広島

で躍動します」 

 

■夏季ナショナルゲーム・広島 富山選手団紹介 

ボウリング 

アスリート：森永さん 

「決勝で金メダルをとり

ます！」 

 

ボウリング 

ヘッドコーチ：森永さん 

「金メダルを目指し指導し

ます！」 

 

卓球アスリート：中山さん 

「私にとって大会に出場

することは己の力を発揮

することです。日々のトレ

ーニングや練習、他の大会

に出場して頑張ったこと

を発揮できるようにした

いです。」 

 

卓球アスリート：末村さん 

「ナショナルゲームに参

加するのは初めてなので、

とても楽しみです。参加出

来る事がとても貴重な体

験なので、勝っても負けて

も悔いの無いよう楽しん

でいきたいと思います。」 

 

卓球 

ヘッドコーチ：岡田さん 

「久しぶりの参加となり、

わくわくしております。ア

スリートがしっかりと実

力が出せるようにサポー

トできればと考えており

ます。」 

 

卓球スタッフ：寺澤さん 

「卓球の経験はありません

がアスリートが楽しめるよ

う、応援・サポートして行

きます！」 

 

競泳 

アスリート：増岡さん 

「練習の時のように緊張

せず頑張ります！」 

 

競泳 

アスリート：花木さん 

「メダルとれるように頑

張ります」 

 

競泳 

アスリート：三松さん 

「良い色のメダルをとり

たいです」 

 



ボランティアさんへのアンケートから 

◆「SO のことを、今回のトーチランで初めて知りました 

    もっと、SO のことを知りたいと思いました。」 

◆「自分同様、学生が多く参加していたのが印象的でした。 

  準備係の人数が多くて、何をすればよいか分からない 

  ときがありました。」 

◆「トーチランでアスリートの笑顔が良かった。日頃のスポ

ーツプログラムのことも、知りたいと思った。」 

2022 年 5月 29日に、富山市の富岩運河環水公園において、トーチラン（聖

火ラン）を行いました（参加者約 200名）。本トーチランは、今年の 11月に広

島で行われる「2022年第 8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・広島」の応援と、多くの方に SO を知っていただくことを目的に開催

しました。 

 コロナ禍ということで、例年の長距離リレー形式ランではなく、全員で約 2

キロの周回コースをウォーキングしました。トーチランナーはアスリ―トが順

番に担当しました。 

 アスリート、コーチ、ファミリーとともに、100 名近くのボランティアの

方々が参加くださり、伴走のほか、道案内、受付、消毒、会場設営、式典の司

会進行、アスリートサポートなど多岐に渡りご協力いただきました。個人でご

参加くださった皆様、B.LEAGUE「富山グラウジーズ」様や１８年前の初回ト

ーチランからサポートくださる「富山市消防団」様など多くの企業・団体の皆

様、多大なるお力、ご支援をいただきありがとうございました。 

富山グラウジーズの山口祐希選手、野﨑由之選手、 

ジョシュア・スミス選手を囲んで記念撮影です 

笑顔のボランティアさんたち 

■2022 年第 8 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・広島 応援トーチラン開催 

アスリート宣誓 

美しい緑の中でトーチラン 

ご協力いただいた企業・団体 

大谷製鉄株式会社様、ソニー生命保険株式会社富山支社様、 

株式会社富山ガスエンジニアサービス様、 

富山市消防団富山方面団各分団様、株式会社富山グラウジーズ様、 

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社北陸支社様、

株式会社ユニクロ様 



6~7月に開催されたプログラムの様子です。予想外の猛暑に見舞われたため、6月下旬に予定されていたプログ

ラムが一部、お休みになりました。コロナと天候に気を遣いながらですが、アスリートは元気いっぱい‼  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボウリング ユニファイドサッカー 

会場：富山地鉄ゴールデンボウル 会場：大島中央公園コミュニティ広場 

  

バスケットボール(富山) バスケットボール(滑川) 

会場：富山市立柳町小学校体育館 会場：サンアビリティーズ滑川 

  

卓 球 競 泳 

会場：富山市立柳町小学校体育館 会場：高岡市長慶寺プール 

 

 

  

 

文 化   

会場：富山市障害者福祉プラザ 

 

■2022 年夏季プログラムの様子 



月 日 競泳 ボウリング バスケ富山 バスケ滑川 文化 サッカー/卓球 

8 21日（日） 16：00～18：00 10：00～12：00   10：00~11：00    

 

 

日程未定 

（随時） 

 

 

 

28日（日） 16：00～18：00     

9 4日（日）  10：00～12：00 14：00～16：00 10：00～12：00  

11日（日）   14：00～16：00 10：00～12：00  

18日（日） 16：00～18：00     

23日（金）     14：00~15：00 

25日（日） 16：00～18：00 競技会    

10 2日（日）   14：00～16：00 10：00～12：00 10月以降の 

日程は未定 

 

16日（日）   14：00～16：00 10：00～12：00 

23日（日） 16：00～18：00    

30日（日）  BL を楽しむ会   

11 13日（日） 16：00～18：00  練習や競技会の予定（詳細未定） 

12 11日(日)  BL を楽しむ会   

  

赤沢 省三 赤沢 ヒロミ 旭 秀生 五十嵐 務 石金 一洋 石金 佳奈子 

石倉 きよ子 石塚 隆春 石塚 芳美 井尻 宏一 泉 達也 泉 恵 

今井 昌司 今井 加寿美 岩白 誠 岩白 真美子 宇於崎 俊陽 大角 浩樹 

大角 美穂子 小川 清美 尾塩 孝史 尾塩 真子 小野寺 久美子 上 隆義 

上 文佐乃 上原 恵 上原 公子 河合 牧子 川波 大介 川幡 恵 

鬼原 健裕 鬼原 ゆかり 工藤 司 工藤 るみ子 下条 竜一 下条 由季子 

小池田 真介 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 笹井 隆康 笹井 美保 佐藤 和彦 佐藤 昌子 鋪田 博紀 

鋪田 千賀 清水 保男 清水 利佳 舎川 智也 菖池 茂樹 菖池 直美 

杉森 真一 杉森 弘子 高島 衛 高島 貢三子 高畠 利明 高畠 淳子 

田口 昌宏 田口 靖子 田村 宏 田村 明美 田村 陽希 田村 秀明 

田村 明美 塚本 勝宏 塚本 須麻子 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 

中田 慶太 中田 彩子 長久 満 長久 栄子 中村 和馬 中山 正之 

中山 育子 中山 義寛 中山 直美 奈辺 隆 奈辺 晴美 西田 直子 

西野 彰 西野 淳子 八幡 英樹 八幡 祐子 花木 和樹 花木 悟 

花木 典子 羽根 絵美 開 和美 福井 順子 福島 亘 福島 朝子 

藤井 裕久 藤井 薫 藤田 英治 藤田 美佐子 古川 隆之 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 

松倉 峰江 三上 恵美子 三松 徳之 三松 絹枝 宮崎 賢行 宮崎 和子 

飯 健治 飯 まどか 毛利 信幸 毛利 祐子 森永 文夫 山崎 宗良 

山口 宏幸 山口 昌代 山口 修 山口 恵美 吉田 大輔 吉田 めぐみ 

吉田 満 米澤 貴大 渡辺 守人 渡邊 康広 渡邊 久子  

■正会員に登録いただいた皆様（2022 年 1 月 1 日～6 月 30 日） 敬称略  

■8 月以降のプログラムの予定(7 月 20 日現在)（天候や感染の状況で、予定は変わる場合があります） 



 

 

 

 

 

 

 

 

■賛助金・寄付金をお寄せくださった皆様（2022 年 1 月 1 日～6 月 30 日）  敬称略 

大谷製鉄株式会社 

北酸株式会社 

 ダイチ株式会社 

 

株式会社富山ガスエンジニアリング 

 

小野澤 豊造 

 日本海ガス株式会社 

 

一般社団法人富山県手をつなぐ育成会 株式会社新栄電設 

道下 和美 NPO 法人愛和報恩会 アルビス株式会社 

株式会社高橋 株式会社太陽スポーツ 田中 洋一郎 

三松 隆之 素谷 宏 素谷 孝子 石塚 隆春 石塚 芳美 

大角 浩樹

 荻生 明美

 川原 隆士

 下条 竜一

大角 浩樹

 荻生 明美

 川原 隆士

 下条 竜一

大角 浩樹

 荻生 明美

 川原 隆士

 下条 竜一

大角 浩樹 

荻生 明美 

川原 隆士 

荻生 明美

 荻生 明美

 川原 隆士

 下条 竜一

大角 浩樹 

荻生 明美 

川原 

川原 隆士 下条 竜一 佐伯 秀彦 

坂之上 満 島 隆之 高見 隆夫 谷井 秀美 槻 栄一 

常木 修一 常木 育美 鳥内 禎久 中川 佳秀 中川 亜希子 

中田 彩子 中野 裕子 長久 満 長久 栄子 奈辺 晴美 

野崎 拓哉 

野崎 拓哉 

野崎 拓哉 

橋場 元 八幡 祐子 羽根 晃生 開 和美 

福島 茂次 本田 繁 本間 一正 松倉 裕貴 三上 恵美子 

森永 文夫 山岸 明子 山口 修 山口 恵美 山本 明 

若松 文枝 

 

 

 

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 
＜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 

（SON・富山事務局：info@son-toyama.jp） 

■事務局から 

今年は梅雨が早々と明けてしまい、6 月末からのいきなりの猛暑に驚く夏となりました。感染症対策に加えて

欠かせないのが熱中症対策です。水分やミネラルを十分に補給して暑い夏を乗り切りましょう！ 

今夏も 6 月より夏季プログラムが始まっています。コロナ禍にあっても、変わらない笑顔で一生懸命にトレ

ーニングをがんばるアスリートの姿には心打たれるものがあります。SON・富山では、プログラム運営に力

を貸して下さるボランティアさん大募集中！スポーツ得手不得手は関係なし！「アスリートと一緒に楽しん

でみよう」の心でお問合せは事務局までお気軽にどうぞ。（SON・富山事務局：info@son-toyama.jp） 

 

※本誌の印刷は、富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社北陸支社富山支店様にご協力いただいております 


