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SO 活動への熱い思いをつなげていきましょう！
残暑の日々、SON 神奈川の皆様お元気ですか？5 月には久しぶりに地区大会が開催
され、アスリート達の各競技場での溌剌とした姿に感動しました。その後、11 月広島
全国大会への選手団が決定。それに向けての準備と共にプログラムが始まりました。
やっと戻ってきた日常ですが、どうかくれぐれも気を付けて参加して下さい。
ところで、スペシャルオリンピックス日本(SON)という組織は 1993 年に SON 熊本で
最初に設立され、その後、国際本部から認証を受けて、国内本部組織が発足。神奈川
は、熊本、東京、大阪、佐賀に続いて五番目、1995 年に設立されました。SON の創
設者は、細川佳代子 SON 名誉会長です。先日、細川さんは伊勢原ボウリング会場を
突然訪問されました。ひとりのアスリートが「佳代子さんだ！」と叫んで、細川さん
は大喜び。周りのファミリーも感激なさったそうです。今や 47 都道府県に地区組織
が設立され、活発に活動しています。これまでにどれほどのご苦労があったか、細川
さんの温かな熱い思いに心から感謝をしたいと思います。
認定 NPO 法人スペシャルオリンピックス日本・神奈川
会長 剱持 睦子

＜今後の行事予定＞
◆10 月 2 日(日)／藤沢駅北口広場（藤沢市主催）
FUJISAWA SPORTS PARK～パラスポーツ編～
◆10 月 17 日(月)／程ヶ谷カントリーゴルフクラブ
第 49 回チャリティゴルフ大会（ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌ実行委員会）
◆11 月 4 日(金)-6 日(日)／広島県内各競技場
2022 年第 8 回夏季 NG 広島大会（神奈川選手団）
◆12 月 11 日（日）／トレッサ横浜（広報委員会）
インクルーシブイベント＆写真展
◆12 月 18 日(日)／桜木町駅前（アスリート委員会）
クリスマス・ゴミ拾い
◆12 月25 日(土)／江の島ボウル（ｸﾘｽﾏｽ会実行委員会）
クリスマス・ボウリング大会

＜第 39 回ゆうあいピック大会 (バスケットボール) ＞
7 月 2 日(土)県立スポーツセンターにて開催されました。川崎
プログラムから、川崎サンズ男子 A，B,女子の計 3 チームが参
加しました。
男子 B チームは B ブロック(7 チーム)に参加し、第一試合、準
決勝と勝ち進み、決勝の後半一気に得点して優勝しました(^^)v
チームワーク良く、楽しくできました。
女子は、チームとして初めて女子ブロック(5 チーム）に参加し
ました。第一試合はリラックスかつ程良い緊張感でスムーズに
プレーができ勝ちました。準決勝の前半は良い動きでしたが、
後半に差をつけられ負けてしまいました。3 位決定戦では、チ
ームの調子が上がり勝利。チーム全員一生懸命にプレーができ
ました。尚、7 月 3 日(日)男子 A ブロックの大会は主催者都合
により延期となっています。
※佐藤コーチのレポートを元に編集

＜新 ・公式ユニフォーム誕生！＞
NG 広島大会を記念に、ユニフォームに長袖 T シャツ
が仲間入りします。また今回は、
T シャツとポロシャツのジュニア
サイズ～6L の注文も承ります。
注文は FAX、メール。サイズ
の詳細はメルマガをご覧ください。
この機会をお見逃しなく!!
スペシャルオリンピックスは、知的障害のある人たちに日常的なスポーツトレーニングとその成果の発表の場である競技会を年間通じて
提供し、社会参加を応援する国際的なスポーツ組織です。その活動は多くのボランティアと企業・団体・個人からのご寄附によって支えられています。
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広島県
神奈川県

神奈川代表のアスリートたちを引率するヘッドコーチから、メッセージを頂きました。
出場するアスリートたちは、コロナ禍でも許された環境の中で精いっぱい大会に向けて練習を頑張っています。
今回出場できるのも、日頃一緒にトレーニングができる仲間がいるからです。皆に応援よろしくお願いします。

選⼿団⻑

山ノ内 尊雄

副団⻑

いろいろな予期せぬ出来事が起
こったとしても大丈夫(^^)v
沈着冷静、大胆繊細、臨機応変に
対処します(^^)/それぞれが最高の
パフォーマンスが出来るようゲー
ムに集中してください!!
団⻑(事務局⻑) 山ノ内尊雄

臼見 俊彦

広島NG選手団の副団⻑に任命
されました｡自分の役割を精一
杯こなし、アスリートと共に
記念に残る広島NG大会にした
いと思います。是非、応援の
程よろしくお願い致します。
副団⻑(ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ) 臼見 俊彦

それぞれが自分らしい動きを
し『神奈川はいい選手たち｡
神奈川と試合したい｡』と
思ってもらえるような試合を
期待したいと思います 。
男子バスケットｺｰﾁ 木本 清

種目

真里 木本

清

バ スケ ットボ ー ル ・女 子

岩井

引率コーチ 種目

加藤攻一龍 宮田いずみ
栄

今野

満幸

髙野

克峻

土橋

⻯治

藤本

愛史

山井

幸

井上

雄輔 植野

幸弘

球

山形

直優 大山

法子

林

未希

２

柔 道

金城

卓

バ スケ ットボ ー ル ・男子

コロナ禍を各自自主
練習で乗り越えてき
ました。出場する３
選手は全員安定した
実力があり、金メダ
ルを目指しています。
皆様の応援をよろし
くお願いいたします。
卓球ｺｰﾁ 植野幸弘

アスリート

日頃の練習の成果を十分に発
揮し、チームワーク良く全力
で大会へ臨みます。世界大会
に行けるように元気に仲良く
一生懸命頑張ります｡
女子バスケットｺｰﾁ 佐藤 義明

アスリート

引率コーチ

内田

夏実 佐藤

義明

大橋

未怜 内田

春美

小野寺 晶
加々良春南
片江

まどか

小関

祐美

小林

樹梨

田中

裕奈

福村

翼

山森

遼河 前田

清水

瑚都

高田健太郎
生美

相手を感じて安全に
柔道を楽しむことを
第一に活動していま
す｡自然体で体捌き
を上手く使って相手
を投げることを目標
に頑張っています。
広島でも自分の柔道
を目指します!！
柔道ｺｰﾁ 高田健太郎
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開催期間：2022 年11 月4 日(金)〜 6 日(日)３日間

11 月4 日（金） 開会式
11 月5 日（土） 競技予選（ディビジョニング）
11 月6 日（日） 競技決勝 / 表彰 / 閉会式

開催地：広島県広島市、呉市、三原市、北広島町

スペシャルオリンピックスでは、オリンピックと同様に4 年毎に 夏季・冬季の世界大会を開催しています。今大会は、
2023年にドイツで開催予定のスペシャルオリンピックス夏季世界大会へ の日本選手団選考を兼ねて実施します。

種目

拓実 礒野

秀夫

⻫藤

晴大 宮川

雅明

末冨

達也 野﨑

大志

瑛

宮川

祐樹

吉井

陽洋

荒井

大

荒井

淳

木所

勇人 小林

勝

佐藤

翔太 小島真理子

蓮池

亮文

内山

萌

小島

雪乃

引率コーチ

落合

祐樹 杉

中川

恵介 中本

博美
宣弘

杉本和香奈 佐野美代子

アスリート

吉本

敦

パートナー

佐藤創太郎

テ ニス

泳

洞沢

アスリート

ユ ニフ ァイド
ボ ウ リ ング

陸
上 瀧明 宏介 猪木 孝悦
競 田中景一朗
技

競

馬術

アスリートたちは環
境の変化や行動制限
の中、十分な練習も
できない状態でした
が、今出来ることを
一生懸命頑張っても
らい、我々はアス
リートたちが安全に、
実力を出せるようサ
ポートをしたいと思
います。
競泳コーチ 荒井 淳

大村

ボ ウ リ ング

今回の陸上は、チームで
戦います。普段は一人で
走っていますが、みんな
で応援しつつ持てる力を
出し切ります。そして、
リレーでは4人の力で走
り切り必ず練習の成果を
勝ち取ります。
陸上競技ｺｰﾁ 礒野秀夫

アスリート 引率コーチ 種目

森

森

眞幸

山根

康平 星野

太田

千尋 山根友佳子

小林

千夏

竹中

力輝 田中

福村

真央 伊藤由紀子

いよいよ、広島NG大会ですね。
期待と不安がいっぱいです。
でも、これはファミリーと
コーチだけでアスリートはい
つもの練習と変わらないかも
しれません。少し頑張って、
大いに楽しみましょう♪
馬術コーチ 田中成幸

3

斎槻

ボウリングはシングル
スとユニファイドダブ
ルスに出場します。
出場選手は日ごろ十分
に練習しているので、
大会の雰囲気の中でも
投球に集中して実力を
発揮することを期待し
ます。そして全員のメ
ダル獲得を目指します。
ボウリングｺｰﾁ 杉 博美

芳興

成幸

テニス競技には、
神奈川から男⼥2名ず
つのアスリートが参加
します。日頃の練習成
果を存分に発揮し、楽
しい大会となるように
『Power of smile』で
☀頑張ります❕❕
テニスコーチ 森 眞幸
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2022年第23回スペシャルオリンピックス日本・神奈川夏季地区大会
〜パフォーマンスの機会を 私たちは待たない！作るのです！〜をスローガンに掲げ、5月1日(日)の卓球を皮切り
に県内各所に於いて地区大会を開催しました。感染対策をし、コーチ、ファミリー、ボランティアが一丸となって運
営に奔走しました。残念ながら、参加できないアスリートもいましたが、参加したアスリートは総勢182人。役員・
ボランティアは、延べ241人。人数制限等がある中で、今出来ることを思いっきり出し切りました。また、多くの企
業さまにご協賛頂くことが出来ました。心より感謝申し上げます。そして、今大会の記録から11月に開催される
広島NG(全国大会)出場の選手が選抜されました。(P2-3参照）次回は2023年秋に開催予定です。
来年の再会を誓い、さらに沢山のアスリートの笑顔が見られることを願って、それぞれ集合写真を撮りました。

5月1日(日)卓球／県立スポーツセンター

5月8日(日)競泳／横浜ラポール

5月8日(日)陸上競技／県立スポーツセンター

5月15日(日)テニス／関東学院中学校高等学校

5月15日(日)馬術／岡本ライディングクラブJapan

5月21日(土)バスケットボール／県立スポーツセンター

5月15日(日)ボウリング／江の島ボウリング

４

5月21日(土)柔道／横浜国立大学
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コーチクリニック開催
5/29(日)スケートCC 於：横浜銀行アイスアリーナ
フィギュアスケートには神奈川から9名、スピードスケートには東京・栃木を含む10名が参加しました。
もうすでに2024年の冬季ナショナルゲームを視野に入れた認定コーチの育成です。休日の夜にも
関わらず多くの方々が参加され、寒いリンクにも熱気が感じられました。

6/19(日)馬術CC 於：⻘⼭学院⼤学町⽥グランド(馬場)
全国の大学でも屋根のある馬場はここだけ、馬術の地区大会でもボランティア協力いただいている
青山学院大学の施設をお借りして開催しました。山梨からの2名を含む14名が参加しました。途中、隣の
野球グランドの金属バットの音に馬が驚き立ち上がる出来事にも冷静に対応、馬との信頼関係の重要さ
をあらためて感じました。

7/24(日)フロアボールCC 於：湘北短期⼤学(体育館)
フロアボールとは、アイスホッケーの陸上版、フロアホッケーの簡易版という感じです。世界の競技人口数から、
ワールドゲーム(世界大会)ではフロアホッケーではなくフロアボールが採用されています。フロアボールに移行
するかしないか、併用するか、各地区組織でも悩ましい現状です。神奈川、埼玉、東京からコーチ、アスリートが
約40名参加しましたが、参加者はほぼフロアホッケーの経験者です。最初は、フロアホッケーとの違いを確認
するような様子でしたが、その馴染みやすさと楽しさに皆が没頭したように感じました。
トレーナーの高橋由衣さん（フロアボール全日本女子代表）のコーチングは、とても分かりやすく丁寧で、フロア
ボールの魅力が十分伝わりました。また後日、これを機会にフロアボールを新プログラムとして目指す神奈川に、
高橋トレーナーからミニゴールをプレゼントして頂きました。有難うございました。

５

大切に使わせて
いただきます

高橋由衣さん
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広報啓発普及活動

2022年8月SON神奈川に、今年もインターンシップ生がやってきました。横浜総合
2022年8月20日(土)トレッサ横浜にて
高校3部(夜の授業）4年生の太田祐介さんです。太田さんは、脳性麻痺のため
広報啓発活動である、インクルーシブイベントを開催
車椅子で生活・登下校をしています。関内のSON神奈川事務局にバス・電車
しました。ここ数年、写真展示や募金活動を中心に行っ
で通ってきてくれました。トレッサ横浜でのインクルーシブイベントに関するノベル
ていましたが、今回は「SON神奈川クイズ」に答え、フロア
ティ作成や書類の仕訳作業・大運動会の名札作成・名刺作成など、
カーリングに挑戦して賞品をゲットする、と言う新たな企画を
手の動きが不自由ながら、丁寧な仕事を心がけ、明るく活動して
しました。アスリート委員会のメンバーがクイズを読み上げ、SON
くれました。インクルーシブイベントにおいても、朝の設営準備
神奈川についての説明をしたり、ゲームのサポートに従事したりするなど
から最後の片付け終了まで、事務局の一員として活動して
大活躍でした。いつもインクルーシブイベントに参加協力してくれる横浜市
くれました。まさしくインクルーシブなSON神奈川事務局。
私たちスタッフも得るものが大きい５日間でした。
篠原中学校から、卓球部の生徒たちも参加し盛り上げてくれました。
他にもインターンシップの太田さん、社会福祉士を目指している大学生ボランティ
アなど、多くの参加者・ボランティアの力の結集により、大盛況のうちに幕を閉じまし
た。景品用のお菓子提供の生活協同組合神奈川ゆめコープさん、会場提供のトレッサ
横浜さんには心より感謝申し上げます。次回は12月11日(日)開催予定です。
皆様のご参加をお待ちしています。 ※尚、イベント内容は未定です。

サマーキャンプリーダーと騒ごう！
「大大大…大運動会〜みんな集まれ！」
2022年8月28日(日) 神奈川県スポーツセンターにて
3年ぶりにサマーキャンプのメンバーが集まりました。みんな、
笑顔で「お久しぶりです！」「元気だった？」と声が飛び交い、
大盛り上がりで始まりました。赤白に分かれての競技は、同点
で引分け、勝ち負けにこだわらず楽しめました。また、「借り物
競争」では、困っている人に自主的に助けに行くような場面が
いくつもあり、ほっこりと心温まる運動会でした。いつもながらア
スリート、ボランティア、ファミリーが一緒になって、歌あり笑いあ
りの楽しい会になりました。
参加者を歌や競技の虜にする企画やパフォーマンスを見せる
ボランティアの皆さんに感心と感謝の拍手を贈ります。

ＭＶＰをゲットした

渡邊 理久さん

フットボールを器用
に転がすアスリート

6

初めて参加した
アスリートの一人
は、最初は緊張
の面持ちで遠慮
気味でしたが、
会が進むにつれ
動きや声にパ
ワーがみなぎりっ
ていました！

ハッスル賞の奥津 颯さん
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ファンドレイジング活動
第４８回チャリティゴルフ大会及び第４９回開催予告
5月30日(月)快晴の下「第48回SON神奈川チャリティゴルフ大会」を開催いたしました。
新型コロナが収まることのない状況下「湘南カントリークラブ」様にも万全な感染対策を
講じていただき、また、本多義人 実⾏委員⻑から参加者にマスクを配布する等、安⼼
してゴルフを楽しんでいただくことが出来ました。参加者102名の皆様には、参加費に加
え、恒例の「ショートホール・ワンオンチャレンジ」でチャリティ金総額「413,000円」をご寄付
いただきました。誠にありがとうございました。スポーツプログラム活動を含め、運営資金と
して大切に使わせていただきます。
前回同様、表彰式や懇親会を⾏わず、順位表と賞品は後送する方式としましたが、
お帰りの際に「空クジなしの大抽選会」をして大いに盛り上がりました。多くの支援者の
皆様よりご提供いただいた景品で、参加された方々に楽しんでいただくことが出来ました。
景品をご提供いただきました皆様には重ねて御礼申し上げます。
次回は10月17日(月)に「程ヶ谷カントリー倶楽部」で開催を予定しております。多くの皆
様にご参加いただき、ゴルフを楽しみながらチャリティにご賛同いただけますよう何卒よろし
くお願い申し上げます。
※SON神奈川チャリティゴルフ実⾏委員会より

心温まる明日を目指して！
『第1回障害者支援フォーラムin横浜』

ロータリークラブ卓話
今年度に入って、神奈川県内のロータリークラブの例会にお招
きいただく機会が増え、それぞれの例会「卓話」のお時間に
「SON神奈川」のことをお話しさせていただいています。
まだまだ認知度も低く、「初めて知った」という方も多いですが、
「どんな形で協力できるのか」と関⼼を持つ方もあり、中にはこ
れを機会に「パートナー契約」を結んでいただいた企業さまもい
らっしゃいます。また、「チャリティーゴルフには参加するね」などの
お声掛けもいただいております。
地道な働きかけですが、少しづつでも横に広がっていくように、
このような活動を続けていきたいと思います。
☆5月27日(金)
川崎⻄ロータリークラブ様 ＠ホテルKSP
☆7月15日(金)
横浜中ロータリークラブ様 ＠ニューグランドホテル
☆今後の予定
横浜⻄ロータリークラブ様

横浜市役所1階アトリウムに
於いて「第1回障害者支援
フォーラム」が開催されました。
知的・発達障害者のご家族や
保護者に向けて、すぐに役立つ
情報、仲間探しの『場』の提供
が目的です。
発起人は、SON神奈川の理
事で知的障害・発達障害の
方向けの障害福祉サービスを
運営する星野 ⻫氏です。
SON神奈川も活動紹介の場
をいただき、大いに宣伝させて
いただきました。

支援企業 訪問

～ 大安興業さま ～

9月5日(月)剱持会⻑が、大安興業株式会社様（⽢糟龍⼆郎代表・藤沢
市片瀬海岸）を訪問し、同社に「感謝状」を贈呈しました。
会⻑より「当法人の活動趣旨をご理解いただき、毎年の継続的な⼼温まる
貴重なご寄付はもとより、ボウリングプログラムの施設の提供を始め、毎年恒
例のファミリークリスマス会、地区大会開催等へのご協力をいただいていること
に対して深く感謝しております。」とお伝えしました。
それに対して⽢糟志づ子専務は、「何事にも寄り添うことが大切であり、スペ
シャルオリンピックス日本・神奈川に対する協力は極めて当たり前のこととして
受け止めています。ボウリング場でアスリートに会って話をすることもとても楽し
みにしています。」という趣旨のお話をしてくださいました。
これからも支援者の皆様のご期待に添えるように、それぞれがSO活動の可能
性に挑戦していきましょう。
７
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～ 新たに活動を継続的にご支援していただけることになった企業さまを紹介します ～
7 月 15 日(金)の横浜中ロータリークラブでの卓話をきっかけに、
活動をご支援していただけることになりました。
横浜駅きた西口にある 明治 20 年（1887 年）横浜市で開業され
た創業 134 年の歴史ある会社です。主にビル・駐車場の管理業
をされ、テナント様に安心・安全なビジネス環境をご提供すること
を社是とされています。また現在は、ハワイで人気の食の安全
をモットーにした『Peace Cafe 横浜ジョイナス店』 も経営されて
います。

『2022 年 SON オンラインボウリング記録会』
コロナ禍で競技会等が出来ない、このような状況下に
おいて全国33 地区組織から 871 名のアスリートが参加
して、繋がり＆競い合う機会として 「オンラインボウリ
ング記録会」 が開催されました。
まず、直近 10 ゲームの平均スコアを提出してエントリ
ーしました。7 月中のどこか一日で行った 3 ゲームのス
コアを申請して、決勝を行いました。神奈川からは16名
(男15・女1)が参加しました。結果は、ディビィジョニング
ごとに発表され、神奈川の選手は好成績を残しました。
コロナ禍の不便さを逆手に取った企画に感謝です。

いけっ！
ストライクッ！

1 位-1 名 2 位-1 名 3 位-3 名
4 位-1 名 5 位-1 名 6 位-4 名
7 位-3 名 8 位-2 名

ご寄付・ご協力 （2022 年 5～8 月）
＜ご協力＞県立スポーツセンター、トレッサ横浜、横浜ラポール、関東学院中学校高等学校、岡本ライディングクラブ Japan、江の島ボウル
山崎製パン、コカ・コーラセントラルジャパン、神奈川ゆめコープ
＜ご寄付＞中野 霞、高階一仁、栗原郁夫、渋谷千恵麿、明治安田生命横浜支社みなとみらい営業所有志
◇横浜金沢東ロータリークラブ ◇神奈川ロータリークラブ ◇川崎西ロータリークラブ ◇神奈川県ボウリング場協会
◇横浜中ロータリークラブ ◇大安興業 ◇富士ﾌｲﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ端数倶楽部 ◇アイネット ◇谷川商店
＜協賛広告＞大安興業(株)、関東学院中学校高等学校、(株)内藤アカデミー、やのハートクリニック、トーエル、見澤屋
＜助成金＞アイネット
＜支援自販機＞横浜ゴム、ニッパツ、タイムズ２４、ディスコ、前田邸、関東学院中学校高等学校
※順不同 敬称略 個人からのご寄付は 3,000 円以上の方を掲載しています。ご了解下さい。心より感謝申し上げます。

【編集後記】
今年は 11 月に広島でナショナルゲーム(全国大会)が開催されるため、例年は秋に開催す
る地区大会をその予選も兼ねて 5 月に開催しました。本来なら、その様子に誌面を割きたい
ところでしたが、6～9 月に様々なイベントも開催され、また前述の広島ナショナルゲームの
選手団の紹介等もあり、各競技の集合写真の掲載となりました。
相変わらずのコロナ禍ですが、感染拡大防止策実施の元、神奈川は全国の SON 組織の中
でも誇れるほど多くのプログラムやイベントを開催しています。ご協力に感謝です。
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＜パートナー企業＞ 継続的にご寄付いただいている企業・団体様をパートナーと呼んでいます

８

