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今季のエッセイ 「スペシャルオリンピックス日本・富山の将来について」

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570万人のアスリートと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（2020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8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（2021年4月時点）。

今年度から事務局長になりました岡田と申します。

いままでこのように大きな団体での重責を担ったこ

とがなく、皆様にご迷惑をおかけすることもあろう

かと思いますが、精一杯頑張っていきたいと考えて

おりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

さて、私がスペシャルオリンピックス日本・富山

の活動に参加して9年が経とうとしておりますが、最

近特に考えることがあります。それは、アスリート、

ファミリーおよびボランティアの皆さんが、SON･富

山の活動が将来どのようになっていてほしいと考え

ているのかということです。

私は、SOの理事長である有森裕子さんに考え方は

近いと考えておりますが、アスリートはSON･富山の

スポーツプログラムで社会性を学んだ後、地域社会

へと卒業していってほしいし、地域社会も受け入れ

ることができる体制ができていてほしいと考えてお

ります。私が考えている事を実現させるためには、

鋪田理事長をはじめとする議員の皆さんへの働きか

け、SOへも要望を出していかないといけませんが、

やる価値はあるのではないかと考えております。

では、皆さんは、SON･富山の活動の将来についてど

のように考えておられるでしょうか。

今後、SON･富山の将来の活動について、アスリー

ト、ファミリーおよびボランティアが一緒になって、

意見交換や話し合いが活発にできれば、SON･富山の

活動が継続し、発展していくのではないかと考えて

おります。そのような機会を作っていければと考え

ておりますので、その際は誰にも遠慮せず、自分の

思いを相互に話し合っていく場にしませんか。

スペシャルオリンピックス日本・富山 事務局長 岡田 励

2020年12月のクリスマス会にて。一瞬マスクを外してはい、チーズ！



2021年度総会を開催しました

クリスマス会を開催しました

例年2月頃に開催している定期総会ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、2021年度は正会

員の皆様より書面決議をいただくかたちとなりました。

2月7日（日）に開かれた理事会にて審議された後に会員の皆様に提案された議案についての議決書は、3月

11日（木）の理事会において集計確認がなされ、すべて承認多数で可決承認されました。

2020年12月13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。

コロナ禍の中、参加者全員が感染防止対策を取りながら参加したアスリート、ファミリーは久しぶりの再会

に感激！目の前の美味しいランチ、クリスマス会恒例のプレゼントにワクワク！お楽しみ感も相まって会場は

笑顔にあふれていました。

今年のゲストは弾き語りユニット『彩ら』さん。「まちがいさがし」(菅田将暉)、「マリーゴールド」（あ

いみょん）などヒット曲が次々に演奏され、生歌に心癒されるひとときでした。

さあ、プレゼントターイム！（^^）！

中は何かな？うれしい瞬間！

♪弾き語りユニット 『彩ら』 さん♪

2月7日の理事会の様子理事会冒頭であいさつする鋪田理事長

フェイスシールドで司会、

がんばってまーす♪



●アルペンスキー（会場：立山山麓スキー場（極楽坂エリア））

2021年冬季プログラム活動報告・練習会・お楽しみ会の様子

2021年冬季プログラムはコロナ禍の中、感染状況を気づかいながらの開催となりました。

昨年の暖冬とは真逆の予想外の豪雪にも見舞われましたが、雪上競技にとっては恵みの雪となりました。

プログラム以外でも、卓球練習会やボウリングを楽しむ会が開かれました。

初めて一番上の

ゲレンデに来たけど、

余裕～！

スノーシュー初体験のアスリート。

がんばって～！！

＜冬季プログラム＞

コーチと平行に

滑っています。

「楽しい！」

アルペンスキープログラムは、2 月 6 日と 2 月 20 日の 2 回のみの開催となりました。

本来は３回開催する予定でしたが、富山県でも新型コロナウィルス感染者が増えてステージ２となったこと

もあり、1 月のプログラムは中止となりました。

●スノーシューイング（会場：県民公園太閤山ランド）

今季は 1 回開催されたスノーシューイングプログラム。

「かんじき」のような器具を両足に履いて雪上を歩いたり走ったり。

陽の光にきらきら輝く雪景色も楽しみつつ、思いきり体を動かしました。

●バスケットボール（会場：富山市立柳町小学校体育館）

レイアップシュート、

華麗に決まってます！！

ドリブルで、コーチをどうかわす？

バスケットボールプログラムは密を避けて前半・後半 2 組に分け、いつもの半分の人数で練習しました。

接触もしないよう、試合はせずにシュートやドリブルなど基礎練習メニューでした。

工夫してプログラムを開催してくださったコーチ陣の皆様、ありがとうございました。

コーチとペアになって、

シュートの練習！



＜練習会・お楽しみ会＞

●卓球練習会（会場：富山市立柳町小学校体育館）

サーブの出し方、思い出してみよう シングルス、初顔合わせです！

●ボウリングを楽しむ会（会場：富山地鉄ゴールデンボウル）

冬季はこれまで3回開催され、3月14日(日)には10名のアスリートが参加しました。

皆さん開催を心待ちにしていたようで、パワフルに投げていました。

しっかり集中して投げていますね 会心の一投！この笑顔！(^^)！

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。

※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。

●賛助金・寄付金について



赤川 大 赤川 三佳 赤沢 省三 赤沢 ヒロミ　 五十嵐 務 石井 武志

石井 郁子 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 伊勢 洋 伊勢 真由美 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 上原 恵 上原 公子 河合 牧子 川波 大介

川波 富貴子 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

笹井 隆康 笹井 美保 佐藤 和彦 佐藤 昌子 清水 保男 清水 利佳

菖池 茂樹 菖池 直美 杉森 真一 杉森 弘子 高島 衛 高島 貢三子

高島 哲 高島 容子 高畠 利明 高畠 淳子 髙見 隆夫 宝島 一浩

宝島 恵子 田口 昌宏 田口 靖子 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 中田 慶太 中田 彩子 長久 満 長久 栄子 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 八幡 祐子 花木 悟 花木 典子 原 透 原 有礼

開 和美 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 方堂 千恵子 本田 繁 本田 薫子

前川 馨 前川 久美子 前田 朋美 増岡 良彦 増岡 靖子 松倉 洋子

松倉 峰江 松田 茂 松田 香織 三上 恵美子 三松 徳之 三松 絹枝

宮崎 賢行 宮崎 和子 宮下 敬 宮下 洋子 宮林 隆夫 宮林 利佳

村上 和久 飯 健治 飯 まどか 毛利 信幸 毛利 祐子 森永 文夫

八木 信一 八木 恵子 山口 宏幸 山口 昌代 山口 修 山口 恵美

山崎 政行 山崎 麻住実 山崎 宗良 吉田 大輔 吉田 めぐみ 米澤 匠

米澤 智美 腰田 恵子 渡邊 康広 渡邊 久子

素谷 宏 素谷 孝子 青木 誠之助 石井 純 荻生 明美 川原 隆士

下条 竜一 槻 栄一 渋谷 敏幸 高島 容子 田村 秀明 常木 育美

中田 慶太 長森 清 長森 万里子 本間 一正 前田 恵佑 三上 恵美子

三松 隆之 村上 朝子 村下 勇 村中 大治 柳田 典子 山岸 明子

山口 修 山口 恵美 山崎 政行 山本 明 腰田 恵子

有限会社シャトル 一般社団法人富山県手をつなぐ育成会

小栗 絢子 田中 洋一郎 福島 茂次

株式会社新栄電設 ダイチ株式会社

日本海ガス株式会社 株式会社富山ガスエンジニアサービス

愛和報恩会 株式会社富山グラウジーズ 八木小児科医院

事務局から

思いがけない大雪に見舞われた富山の冬でした。雪国とはいえ、降雪量もそれほど多くない年が続いていたと

ころにいきなりの豪雪。でも厳しい冬だったからこそ、今、春の花々がいっそう美しく映ります。コロナ禍も

収束は未だ見えませんが、SON・富山では「withコロナ」で感染予防対策を取りつつ、活動を行ってまいりま

す。新規ご入会も随時、受け付けておりますのでどうぞお気軽にお問合せください。

（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11月16日～2021年3月31日） ※敬称略

正会員に登録いただいた皆様（2020年11月16日～2021年3月31日） ※敬称略


