
　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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「スペシャルオリンピックスのファンとして」理事長就任のご挨拶にかえて

今季のエッセイ

SON・富山　理事長　鋪田博紀

　このたび、山口昌広初代会長、藤井裕久前理事長

（前会長）のあとを受けて理事長に就任いたしまし

た。

　2004 年に長野で開催される冬季世界大会の成功

を祈念して行われたトーチラン実行委員として関

わってから 15 年になろうとしていますが、まさか

ここまで深く関わることになるとは想像もできませ

んでした。

　トーチランなどのイベントで、細川佳代子名誉会

長、三井嬉子会長、有森裕子理事長といった歴史を

創ってこられた方々と接する機会をいただいたこと

はもちろん、日々接するアスリートの皆さん、ファ

ミリーやボランティア、コーチとの交流の中でスペ

シャルオリンピックスについてさらに関心が深まっ

たことは言うまでもありません。特に昨年の愛知ナ

ショナルゲームについては、アスリートの皆さんか

らぜひ現地入りしてほしいと直接お声をかけていた

だき、ボウリング競技と陸上競技の応援をさせてい

ただきました。

 言うまでもなく、あらゆるスポーツが持つ力とし

て、単にプレーする者だけではなく応援する者にも

勇気と感動を与えてくれるということがあげられま

す。私も愛知ナショナルゲームでの応援を通じて、

スペシャルオリンピックスの素晴らしさとアスリー

トの皆さんが私たちに与えてくれる勇気と感動のパ

ワーを実感し、ますますスペシャルオリンピックス

が好きになりました。

　この原稿を書いているさなかに、アブダビ世界大

会ボウリング競技出場の戸田明里さんが、シングル

スとダブルスで銀メダルを獲得されたニュースが飛

び込んできました。遠く離れた開催地の様子が公式

SNS などを通じてリアルタイムで見ることができる

ようになりました。

　このような広報活動を通じ、一人でも多くのスペ

シャルオリンピックスファンを増やすことも私の重

要な役割と考えていますので、皆様のご指導やご助

言をいただきながら、スペシャルオリンピックスの

発展に微力ながらつとめてまいる所存です。

No. 53
2019 / 4 / 10



2

2019 年度総会を開催

　2019 年 2 月 17 日（日）、富山市障害者福祉プラ

ザにて 2019 年度総会が開かれました。2018 年度

の事業報告・決算・監査報告がそれぞれなされ、い

ずれも承認されました。また、2019 年度の事業計

画案・予算案・役員運営委員案が提案され、事業計

画案・予算案ともに承認されました。役員運営委員

案については、任意団体時より長きにわたって会長・

理事長を務めてこられた藤井理事長が退任され、鋪

田博紀氏が新理事長に選出されました。

　

企業・団体様に感謝状を贈呈
　総会に先立ち、昨年度多くのご寄付やご賛助をお

寄せくださった右記の企業・団体様に感謝状の贈呈

が行われました。ご寄付のほか、会場使用料の割引

や物品のご提供、イベント等へのご協力など、様々

な形で会を支えてくださり、ありがとうございまし

た。当日は富山市消防団 富山方面団、富士ゼロッ

クス北陸株式会社 富山事業所、長岡すみ子の会よ

りご出席いただきました。

ファミリー全体会
　総会後には、ファミリー全体会が開かれま

した。日頃、プログラムが違うと会う機会が

少ないため、プログラムを超えて一堂に集ま

るのは貴重な機会となります。ファミリーと

して抱えている疑問や問題など、活発な意見

交換がされました。

藤井前理事長（写真右）から鋪田新理事長（写真左）へバ
トンタッチ

感謝状をお送りした企業・団体
	 	 	 	 　　　（敬称略）

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
株式会社富山グラウジーズ
富山市消防団	富山方面団
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
高岡市陸上競技協会
長岡すみ子の会

出席くださった企業・団体の皆様と藤井前理事長
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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」が 2019 年 3 月 14 日～ 3 月 21 日にか

けてアラブ首長国連邦の首都アブダビで開催されました。

　富山からはボウリング競技にアスリート・戸田明里さんが出場しました。結果はシングルス・ダブルス

共に銀メダルを獲得‼おめでとうございました‼

大会に参加して　ー戸田明里ー

　世界大会アブダビに行ってきました。ドバイで
のホームタウンプログラムでは、学校訪問をした
りして現地の皆さんと交流したことが思い出に
残っています。
　アブダビのホテルは広くて豪華でした。朝食、
夕食はアスリートラウンジでのバイキング形式
で、世界のアスリートと仲良く食べて楽しかった
です。
　ボウリングの試合では、日本選手団のスローガ
ン〝 Reach  Your  Goal〟めざして、練習したこ
とを思い出しながらがんばって投げました。そし
てシングルス、ダブルスの両方で銀メダルをいた
だきました。表彰式でメダルをかけてもらう時は、
ちょっと緊張したけど大変うれしかったです。
　アブダビは日本の 4 月、5 月頃のようなさわや
かな気候で、たいへん楽しい世界大会でした。応
援ありがとうございました。

WG・アブダビ報告　ボウリング競技に参加しました

開会式会場にて

©Special	Olympics	Nippon

シングルス表彰式

大会に先立ち、富山市を表敬訪問しました
　2 月 26 日（火）、戸田明里さん、藤井顧問、鋪田理事長、ファミリーが富

山市役所を表敬訪問しました。今本副市長、酒井福祉保健部長、山口福祉保

健部次長、中島福祉保健部次長に大会の詳細や大会への思いを伝え、今本副

市長はじめ応対していただいた皆さまから、ぜひ頑張ってきてほしいと激励

していただきました。

今本副市長と記念撮影
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 　暖冬だった 2019 年冬季。積雪はたしかに少なかったですね。アルペンスキーやスノーシューイング

といった雪上競技では、プログラムを開催できるかどうか心配な回もありましたが、今季も無事にプロ

グラムを行うことができました！

2019 年冬季プログラムの様子

アルペンスキー（土曜日・日曜日開催　会場：極楽坂スキー場）

初心者の心強い味方、フラフープ 転んだついでにちょっと休憩 フラフープをはずしてみたよ！

やったー！ひとりで滑れた！ こちらは競技会でのひとコマ。がんばりました！

フロアホッケー
（会場：富山市立柳町小体育館、不二越体育館）

アスリートチームとコーチチームに分かれて対戦！シュート練習
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今シーズン、久々の雪だー♪

スノーシューイング（会場：太閤山ランド）

バスケットボール
（会場：富山市立柳町小体育館、太閤山ランド）

試合だ、こっちもシュート！

シュート、入れ～！

卓球（卓球、ユニファイド卓球）
（会場：富山市立柳町小体育館）

指導にも熱が入りますダブルスの練習中

ヤングアスリート
（会場：富山市障害者福祉プラザ）

くだものカード、どっちにしようかな～風船で遊ぼう～！
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　11 月 25 日 ( 日 ) に武生特殊鋼材ドリームサッ

カー場（福井県越前市）で「2018 年第 1 回スペシャ

ルオリンピックス日本・福井 ユニファイドサッカー

競技会」が行われました。福井、新潟、愛知、富山

の 4 県から 6 チームの参加がありました。

　秋晴れの下、素晴らしい人工芝のグラウンドでア

スリートもパートナーも力を出しきった試合になり

ました。結果は残念ながら 6 チーム中 6 位でした

が、とてもいい試合でした。来年もがんばるぞ！！

大会参加報告

2018 年第 1 回スペシャルオリンピックス日本・福井 ユニファイドサッカー競技会

第 24 回富山県障害者交流卓球大会

　2019 年 2 月 24 日（日）、富山市勤労身体障害者体育センターで開催された「第 24 回富山県障害者

交流卓球大会」に卓球プログラムアスリート 5 名が参加しました。知的・聴覚・身体など、様々な障害

を持った方々が参加する大会です。シングルス予選リーグと決勝トーナメント、お楽しみ交流ダブルス

トーナメントが行われました。結果はシングルスの決勝は皆、3・4 位トーナメントに回りました。福

島さんが決勝まで進み、2 位となりました。

平成 30 年度富山市 T-1 団体卓球選手権大会

　2019 年１月 20 日（日）、富山市南総合公園体育文化センターで開催された「平成 30 年度富山市 

T-1 団体卓球選手権大会」に参加しました。富山市内から中高校生や社会人など年齢も所属も様々な選

手が参加しての一般の大会です。3 名 1 チームで A チーム：アスリート 2 名＋パートナー、B チーム：

アスリート＋ファミリー＋ヘッドコーチの 2 組で参加しました。
	 結果	 A	チーム：予選リーグ	1	勝	1	敗の	2	位通過、決勝	2	位リーグは	3	位
	 	 B	チーム：予選リーグは	3	位通過、決勝	3	位リーグは	2	位
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「長岡すみ子の会」様よりご支援をいただきました

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

福島　茂次 大野　美香 松井　純子
素谷　宏 素谷　孝子 高島　衛

高島　貢三子 新出　浪子 市田　蕗子 岡部　敬 河合　牧子
川幡 　恵 川原　隆士 下条　竜一 槻　栄一 小坂　良夫 小坂　千勢子
佐伯　秀彦 高島　容子 宝島　恵子 常木　育美 手島　譲 奈辺　晴美
西野　晃一 花木　悟 花木　典子 広瀬　恵一 広瀬　裕子 福井　順子
本間　一正 松岡　英治 三上　恵美子 宮林　隆夫 室橋　春光 山本　明
若松　文枝

長岡すみ子の会 日本海ガス株式会社 明るい社会づくり推進富山市連合会
大山観光開発株式会社 渋谷クリニック 有限会社シャトル
ダイチ株式会社 株式会社高橋 株式会社富山ガスエンジニアサービス
富士ゼロックス北陸株式会社 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（2018 年 12 月１日～ 2019 年 3月 8日）＞	敬称略

事務局から

　暖冬だったとは言え、寒かった冬から春を迎える

のは嬉しいものですね。

　さて、SON・富山では 2019 年夏季プログラムが

間もなく始まります。今年度は夏の猛暑を避けて 8

月を休止期間とするプログラムがありますので、ス

ケジュールをご確認ください。また、今年はキャン

プも開催されます。こうしたプログラムやイベント

についてのお知らせは会の HP やメーリングリスト

に挙がりますので、チェックをよろしくお願いいた

します。

 （SON・富山事務局：info@son-toyama.jp）

　2018 年 12 月 24 日（月）、富山市婦中ふれあい

館で開かれた「長岡すみ子の会」歳末チャリティー

ショーにて、多大なるご支援をいただきました。ア

スリートの旭さん、大角さん、大坪さんがステージ

上でお礼の言葉を述べて目録をいただきました。長

岡すみ子様はじめ会の皆様、そしてマイクを持って

一生懸命話すアスリートをあたたかく見守ってくだ

さったご来場の皆様、ありがとうございました‼
お礼の言葉、がんばりました！



※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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＜正会員に登録いただいた皆様（2018 年 12 月１日～ 2019 年 3月 8日）＞	 	 敬称略

青島　浩幸 青島　真由美 赤川　大 赤川　三佳 旭　雄士 旭　桐子

五十嵐　務 幾島　敦子 石井　武志 石井　郁子 石金　一洋 石金　佳奈子

石倉　嘉朗 石塚　隆春 石塚　芳美 石橋　健太 伊勢　洋 伊勢　真由美

稲葉　好美 岩白　誠 岩白　真美子 岩瀬　武 岩瀬　妙子 岩永　保

岩永　明子 右近　博司 右近　晴美 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 小川　清美 荻野　英朗 荻野　康子
尾塩　孝史 尾塩　真子 小野寺　久美子 上　隆義 上　文佐乃 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 五本　幸正 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 佐藤　和彦 佐藤　昌子 鋪田　博紀
島　隆之 島田　恵梨 菖池　茂樹 菖池　直美 末村　寿治 末村　裕美
杉森　真一 杉森　弘子 高井　亜希子 高川　佳代子 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 寺島　龍一 寺島　慶子 戸田　一郎 戸田　薫
鳥内　禎久 鳥内　千晶 中田　慶太 中田　彩子 長久　満 長久　栄子
中村　ゆかり 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　淳子 西野　晃一 西野　綾野 野原　義三
野原　晴美 八幡　祐子 花木　和樹 花木　悟 花木　典子 広瀬　恵一
広瀬　裕子 福井　順子 福島　亘 福島　朝子 藤井　裕久 藤田　英治
藤田　美佐子 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　義夫 松倉　峰江 松田　茂 松田　香織 三上　恵美子
水島　みちよ 三津島　淳 三津島　典子 宮崎　賢行 宮崎　和子 宮下　敬
宮下　洋子 宮林　隆夫 村上　和久 飯　健治 飯　まどか 森永　匡俊
森永　文夫 八木　信一 八木　恵子 山岸　泰明 山岸　瞳 山崎　宗良
吉田　大輔 吉田　めぐみ 米澤　匠 米澤　智美 渡邊　康広 渡邊　久子
渡辺　守人


