
2020/12/15

ハートフル‣ニュース
発行： 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

理事長 鋪田博紀

事務局：〒939-8208 富山市布瀬町南2丁目10-14

090-6273-3129（電話） Email：info@son-toyama.jp

今季のエッセイ 「いまだからこそ」

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 ヵ国以上で、約 500 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（2018 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（2018 年 11 月時点）。

2020年スペシャルオリンピックス日本第7回冬季ナショ

ナルゲーム・北海道の中止という残念な決定と、始

まったばかりの冬季プログラムの中止や縮小などで

始まった私たちの2020年度でしたが、10月には水泳

プログラムが再開されたほか、11月にはプログラム

とは違う形式でしたが「ボウリングを楽しむ会」が

開催されるなど、待ちに待ったSOの活動が再開され

ました。そして一部制限はあるものの、冬季プログ

ラムも感染対策をとりながら始まります。再開にあ

たり、スタッフ、コーチ、ファミリーの皆さんには

大変なご苦労のもと決断をしていただいたことに感

謝申し上げます。また、一部オンラインでの活動を

取り入れるなど、新しい生活様式の中での活動を探

るあらたな試みも始まりました。

いまだからこそ、このような特別な状況だからこそ、

私たちの活動が本当に必要とされているのか？アス

リートが求める活動とは何か？そしてその活動には

どんな価値があるのか？みんなで考え納得いくまで

話し合い次のステップを踏み出すことが必要になり

ます。また、チャレンジして上手くいかなければま

た別のやり方を考えるというように試行錯誤を続け

る必要があります。

さらには組織としてもさらに充実したプログラムが

提供できるように、広報活動を強化してあらたなパー

トナーシップを結んで活動できる組織や団体、個人

との連携を、いまだからこそ、このような時だから

こそ進めていかなければいけないと考えています。

そしてそのためにはもっと多くの方々のご協力が必

要不可欠です。あらためてSOの活動に対し、みなさ

まの深いご理解とご協力をお願いいたします。

さあ！これから久しぶりの練習だ！

（2020年11月1日 不二越体育館での卓球練習会にて）

スペシャルオリンピックス日本・富山 理事長 鋪田博紀



2020年夏季プログラム 活動の様子

● 競泳プログラム（高岡） （会場：高岡市営長慶寺室内プール)

● 卓球 練習会 （会場：富山市立柳町小学校体育館、不二越体育館）

コロナ禍のため、本来ならば6月からスタートするはずだった2020年夏季プログラムは残念ながら開催でき

ませんでした。プログラム会場での使用器具の消毒、手指消毒やマスク着用など感染防止策を取り決め、当日

はもちろん事前からの健康チェックも行い、ようやく10月から少しずつプログラムや練習会が開催できるよう

になりました。（新型コロナウイルス感染拡大防止対策の観点から、参加対象は昨年から継続して参加してい

るアスリート・パートナーに限らせていただきました。）

アスリートやファミリー、コーチが久々に再会。やっぱりスポーツっていいね！！会場に笑顔がはじけました！

前半・後半2グループに分かれて少人数での開催です。

10月から始まり、今季は3回開催できました。

昨年のプログラムメンバーだったアスリートとファミリーが参加しました。

またみんなで練習できるって、いいね！

コーチの指導を

受けながら、

のびのび

いい気持ち♪

アスリートも審判も、マスクをつけての試合です。

アスリート、ファミリーともにゲームを楽しみました♪

● ボウリングを楽しむ会 (会場：富山ゴールデンボウル)

こちらも昨年のボウリングプログラム参加アスリートとファミリーが集まりました。

久しぶりにみんなに会えたね！

フォアハンドの練習、久々だけどがんばろう！



● 富山県障害者スポーツ大会（卓球）

大会・競技会・イベント参加報告

2020パイロットウォーク

2020年11月8日（日）、富山県総合体育センターにて開催された「第20回富山県障害者スポーツ大会（卓球

競技会）」にアスリート３名（中山さん、福島さん、飯さん）が参加しました。新型コロナウイルス感染防止

策の一環として今年は予選リーグの実施はなく、決勝トーナメントのみ午前中に行われました。

いっぱい点を取れたよ！強い相手にあたってもベストを尽くせました！とそれぞれ大きな収穫を得ることが

できました。さらに一般卓球知的男子の部では、福島さんが4位に入賞しました！

コロナ禍で様々な会が中止される中、大会を開催してくださった関係者の方々に心より御礼申し上げます。

2020年11月8日（日）、富山県富岩運河環水公園で開催さ

れた富山パイロットクラブ主催の「2020パイロットウォー

ク」に鋪田理事長、藤井顧問、ファミリー3名が参加しまし

た。

当日はパイロットクラブ会員の方々、富山県手をつなぐ育

成会、富山県、SON・富山より40名ほどが参加し、

曇り空ながら時折陽射しも差し込むおだやかな天候の中、

美しく紅葉した木々を楽しみながら環水公園を歩きました。

来賓挨拶を述べる鋪田理事長、藤井顧問

今大会初出場です。がんばれ～！
ナイスサーブ！日頃の練習の成果！

慎重にサーブ…この一本を決めたい！

スタート前に参加者の皆さんで記念撮影



※本誌の印刷は、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。

事務局から

新型コロナウイルス感染問題に終始した2020年でした。東京オリンピック・パラリンピックで沸き返る日々に

なるはずの一年が、このような年になるとは誰が予想できたでしょうか。SON・富山でもスポーツプログラム

をはじめとした年間行事のほとんどは中止となってしまいましたが、10月から少しずつ活動を再開できるよう

になりました。活動再開に向けて日々尽力してくださるボランティアの皆様には厚く御礼申し上げます。

新年がより良い年になりますよう、そして皆様の御健康と御多幸を心よりお祈り申し上げます。

来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 （SON・富山事務局：info@son-toyama.jp）

賛助金・寄付金をお寄せくださった皆様（2020年3月31日～2020年11月15日） ※敬称略

正会員に登録いただいた皆様（2019年12月1日～2020年8月31日） ※敬称略

赤沢 省三 赤沢 ヒロミ 今井 昌司 今井 加寿美 岩瀬 武 岩瀬 妙子

岩永 保 岩永 明子 右近 博司 右近 晴美 荻野 英朗 荻野 康子

小野寺 久美子 川波 富貴子 中田 慶太 中田 彩子 長久 満 長久 栄子

中村 和馬 中山 義寛 中山 直美 西田 直子 八幡 祐子 花木 和樹

花木 悟 花木 典子 林 雅文 林 智子 原 透 原 有礼

広瀬 恵一 広瀬 裕子 藤井 裕久 保里 美由希 松倉 孝 松倉 洋子

松倉 峰江 三上 恵美子 水島 みちよ 宮下 敬 宮下 洋子 飯 健治

飯 まどか 薮下 武史 薮下 優子 山口 宏幸 山口 昌代 米澤 匠

米澤 智美

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

小野澤 豊造

杉森 喜三郎 福島 茂次 道下 和美

河合 萌夏 素谷 宏 素谷 孝子 松井 純子

石井 純 岩瀬 真奈 小坂 良夫 小坂 千勢子 坂野上 満 沢田 功

中村 和馬 花木 和樹 福井 順子 本間 一正 三上 恵美子 村下 勇

村下 禮子 薮下 武史･優子 山口 修 山口 恵美 赤川 優 井尻 宏一

右近 大知 熊代 晃子 小杉 研匠郎 中川 佳秀 中田 拓磨 西野 晃一

原 透 福井 康太 藤田 達也 松倉 裕貴 水島 陸 米澤 貴大

株式会社富山ガスエンジニアサービス

ダイチ株式会社 一般社団法人富山県手をつなぐ育成会

アルビス株式会社 高岡ライオンズクラブ 株式会社古栃建設

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。


