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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 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）
。
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美味しく召し上がれ♪

■クリスマス会開催（2021 年 12 月 19 日）
今回は「おなかいっぱい♪座って食事を楽しみましょう！」の目的で、中華レストラン（アジアの台所小吃

富山

CiC 店）を貸し切り、４５名参加で行いました。例年のように歌やダンス、ゲームなど接触することは避け、黙食
と、会話時のマスクを守りながら、久しぶりに会えたアスリート・ファミリー同士近況報告をしました。
出席したアスリートの感想です。
「アスリート同士で食事して嬉しかった。先輩アスリートが後輩にマナーを教えている光景が久しぶりで面白か
った。早くコロナが無くなって皆といつも会えたらいい」（TAIKI）
「ごはん美味しかったです。仕方無いことだけど、いつもみたいにビンゴとか、色々したかったな」
（TATSU）

■理事会を開催しました
2021 年 10 月 28 日（木）
、富山市障害者福祉プラザにて 2021 年度 4 回目 となる理事会が開かれました。
主な議題は「東海・北信越ブロック バスケットボール地区競技会」(仮称)について。
富山では 2010 年 9 月に「第 1 回 SON 東海・北信越ブロック 夏季ブロック大会 in 富山」を開催して以来の東
海・北信越規模の競技会になります。
開催時期は 2023(令和 5)年 8 月下旬、会場
は富山県総合体育センター(富山市秋ケ島
183)を予定しています。多くのアスリートに
他地区のアスリートと交流し対外試合の経験
を得てもらいたい、そのためにどのように準
備していくべきか、熱のこもった議論が交わ
されました。
その他、今年 11 月に開催される夏季ナショ
ナルゲーム・広島に向けてのトーチランイベ
ントについても話し合われました。
■富山グラウジーズ様より、公式戦観戦ご招待をいただいています
B.LEAGUE 2021-22 シーズン、富山グラウジーズ様より SON・富山に、公式戦観戦のご招待をいただきました。
少しでも多くの子どもたちにプロのプレーを間近で見てもらいたいという、＃16 松井 啓十郎選手（通称 KJ）の
想いから今シーズンよりスタートした「KJ SEAT」企画の観戦シートです。貴重な機会をいただき、ありがとう
ございました。今シーズン、計 6 試合に毎回 6 名(アスリート+付き添い者)が招待されます。ゴール下すぐ近く
からプロ選手の迫力満点のプレーを観戦できるめったにないチャンス！3 月~4 月も 3 試合で観戦予定です。応
募して当選したアスリートの皆さん、バスケを存分に楽しんでくださいね。

KJ（松井 啓十郎選手）シート
応援にも熱が入ります！

サインの入ったシートカバーに感動

間近で見られてすごく楽しいよ♪

■「’2021’パイロットウォーク」に参加しました
2021 年 10 月 24 日（日）
、
「’2021’パイロットウォーク」
（主催：富山パイロットクラブ）が富岩運河環水公園
にて開催されました。SON・富山からは鋪田理事長をはじめ 4 名が参加しました。雲ひとつない秋晴れの下、気
持ちの良いウォークになりました。

秋晴れの環水公園での気持ちの良いウォーク

SON・富山の鋪田理事長も挨拶をしました

■2021 年夏季プログラムの様子（第２弾）
９月以降の夏季プログラムの様子です。夏季の前半は開催できなかったボウリングプログラムやユニファイド
サッカープログラムも、行うことができました。
●ボウリング（富山地鉄ゴールデンボウル）
２年ぶりのプログラムでした。会場では『ナイスストライク！ナイススペア！』とピンのはじける音が鳴り響い
たり『あと 1 ピン・・』と苦戦したり、
『スパット(レーンの三角マーク)を見て腕を真っすぐに振る』との指導で、
何本もピンが倒れたり、新規参加のアスリートにはコーチがマンツーマン指導したり、と熱気に溢れていました。

スパットをよ～く見ています

ストライク！（だよネ！）

グータッチ

●ユニファイドサッカー（大島中央公園コミュニティ広場） アミザーデ大会（富山県五福公園陸上競技場）
2021 年のユニファイドサッカープログラムは、10 月 10 日のアミザーデサッカー大会の参加からスタートしま
した。アミザーデサッカー大会は、毎年行われる、障がいの有無、年齢、性別関係なく、サッカーを楽しもうと
いう大会で、SON・富山のチームも毎年、参加しています。10 月以降は予定通り練習ができ、良かったです。

アミザーデサッカー大会で記念撮影

久しぶりのプログラム、集中して頑張りました！（いつも、ナイターで練習しています）

●バスケットボール（滑川・富山）
、競泳、文化プログラム、卓球の様子

ボールを高く上げて受け取る（バスケ・滑川）

ミニゲームの様子（バスケ・富山）

コーチとマンツーマン（競泳）

「第 21 回富山県障害者スポーツ大会」
に参加しました（卓球）
アスリート 4 名が参加し、福島さんが
準決勝で惜しくも敗れましたが、3 位決定
戦を制して 3 位に入賞しました。
（写真は、慎重に集中してサーブをする
福島さん）
「テキーラ！」音楽に合わせ体を動かします（文化）

■吉田 満理事(前事務局長)に「令和 3 年度ボランティア活動推進富山県民会議会長表彰」授与
2021 年 10 月、
「第 33 回富山県民ボランティア・NPO 大会」において、当会の
吉田 満理事が、ボランティア活動推進富山県民会議（会長：髙木 繁雄氏）より、
長年の SON・富山における障がい者スポーツ支援ボランティア活動に対して「令
和 3 年度富山県ボランティア活動推進富山県民会議会長表彰」を授与されました。
ボランティア活動推進富山県民会議では、ボランティア活動に尽力し、その功績が
顕著である個人及び団体、企業に対して会長表彰を行っています。2004 年の SON・
富山準備室発足時から 2020 年の長きにわたり、SON・富山の事務局長として、会
の活動をけん引してきた吉田理事の表彰授与を、会員として、嬉しく、誇りに思い
ます。吉田理事、今後とも、よろしくお願いします。
■賛助金・寄付金をお寄せくださった皆様（2021 年 8 月 1 日～2021 年 12 月 31 日）
小野澤 豊造
島 隆之
青木 誠之助
沢田 功
本間 一正

中川 玉枝
素谷 宏
素谷 孝子
川幡 恵
小坂 良夫
手島 譲
中野 裕子
山本 明
中村 和馬
北酸株式会社

大角 拓海
谷井 秀美
森永 文夫

株式会社新栄電設
渋谷クリニック

小坂 千勢子
福島 茂次
赤川 優

道下 和美
野崎 拓哉
坂野上 満
福島 朝子
山口 敦也

ダイチ株式会社
株式会社高橋

高岡ライオンズクラブ
株式会社古栃建設

株式会社富山ガスエンジニアサービス

■正会員に登録いただいた皆様（2021 年 8 月 1 日～2021 年 12 月 31 日）
五十嵐 務

打田 守

打田 陽子

高島 哲

高島 容子

賛助金・寄付金振込先

賛助金

特非)スペシャルオリンピックス日本・富山

＜個人＞
＜企業・団体＞

※日本は「ニッポン」としてください
■北陸銀行

上市支店

■ゆうちょ銀行

普通 6050137

00710-2-70124

宝島 一浩

一口
一口

渡辺 守人

3,000 円
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
2022 年が始まり、この冬はウインタースポーツには恵みの雪となりました。新型コロナウイルスをはじめとした
感染症対策を講じつつ、冬季プログラムが少しでも多く開催できると良いですね。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！「一緒に楽しんでみよう」の心でお問い合
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、富士フィ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

