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謹んで新年のお祝いを申し上げます 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

明けましておめでとうございます。今年こそコロナが収まり、SON神奈川の活動がさらに広く、活発 

に行われることを心から願っております。この新年号にも掲載されていますように昨年秋には少し 

ずつ可能な形で競技･コーチクリニック等が開催されました。私も参加させて頂いた御殿場での馬術 

競技会では、自信に満ちたアスリート達の姿に感動しました。恒例の桜木町駅前のクリスマスゴミ拾 

いでは、アスリート達が私を気遣って助けてくださいました。これも有難く、感動でした。アスリー 

トや家族の方々との会話も楽しく、SOの活動に参加できることが本当に幸せなことと感謝していま 

す。昨年のオリンピック、パラリンピック開催で「インクルージョン」という言葉が身近になってき 

たことはSOにとっても良かったことと思っています。障がいのあるなしにかかわらず、皆が当たり 

前に社会の中で個性を発揮できる日のために、SON神奈川も皆で力を合わせて努力していきましょう。

今年も皆様にとって、良いお年となりますように！ 

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   
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新年明けましておめでとうございます。橋本委員長が帰郷される事になり、本年度よりスポーツプログラ

ムの担当理事と委員長を兼任致します。SO日本のスポーツプログラム副委員長の立場からも、SON神奈川

の活動により良い情報提供などが出来るように努めて参ります。この１年半、コロナ禍で十分に活動が出

来ない中で多くの方に支えられた事に感謝致します。気をつけながらの状況が続きますが、少しずつSO

活動が日常に戻るよう、安全なプログラム運営に努める所存です。今年はナショナルゲームが開催される

為そちらに目が行きがちですが、活動の基本は日頃の積み重ねです。出来る事を出来る時に、少しずつ怪

我や事故のない様に開催していきましょう。本年もよろしくお願いいたします。 

認定NPO法人スペシャルオリンピックス日本・神奈川 スポーツプログラム委員長 小瀬村 良史 
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明けましておめでとうございます。2020年度、2021年度と2年間SP委員長を務めさせていただきました。

コロナ禍の中、主任コーチをはじめ皆さま方には、いろいろな工夫をされたプログラム活動有難うござい

ました。さて、この度私事ですが2022年4月より地元の熊本に戻ることになりました。SON神奈川での活

動は、東海大学サポーターズクラブとして始めたのがきっかけです。ボランティアとしてこうして活動を

続けてこられたのも、アスリート、ファミリー、ボランティアの皆さまの優しいお声掛けがあったからこ

そだと思います。本当に有難うございました。引き続きSOの活動は行っていきたいと思っております。活

動の地区は変わってしまいますが、ナショナルゲームやコーチクリニックのトレーナーとして、また皆さ

まと関われることを楽しみにしています。今後とも変わらずよろしくお願いします。 

認定NPO法人スペシャルオリンピックス日本・神奈川 前スポーツプログラム委員長 橋本 和彦 
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2021年 SON神奈川 スポーツフェスタ
昨秋は、各競技ごとに合同練習会(フェスタ)を企画していました。緊急事態宣言下となった卓球・バドミントンは中止、屋
内競技のボウリングも密を避けるため中止になる中、10月17日(日)県⽴スポーツセンターにて開催予定だった陸上競技
とテニスも雨により中止となってしまいました。
10月24日(日)に、競泳東海大が横浜ラポール、競泳横浜が横浜YMCAで練習と記録会を開催しました。横浜ラポー
ルに参加の皆さんは久しぶりの貸切りでの練習に⼀⼈１レーン使⽤し、のびのびと泳ぐ事が出来ました。また、横浜
YMCAではコーチ手作りの記録証が授与されました。
10月31日(日)には、県⽴スポーツセンター アリーナ2でバスケットの二俣川・横浜・藤沢のそれぞれのプログラムが、互い
の接触を極⼒控え安全を考慮しマスク着⽤での練習やミニゲームを⾏いました。マスク着⽤での運動は想像する以上に
苦しく、ゲーム時間を短くしたりこまめに休憩を取り水分補給もしました。
開催できなかった競技の皆さんは、来春開かれる地区大会で思う存分⼒を発揮して下さい。また今回、無事にフェスタを
締めくくることが出来たのは、ご参加頂いたコーチ、ボランティア、ファミリーの皆さんのご協⼒のお陰です。ありがとうございまし
た。

2021年 第８回SON神奈川 馬術競技会
12月5日(日)御殿場市・岡本ライディングクラブにて開催され、5名のアスリートが参加しました。競技は、ブリティシュ式エクイ
テーションと障害飛越です。障害飛越はタイムを競うのではなく、障害物への正確なアプローチと飛越中の姿勢が審査されます。
緊急事態宣言中は十分な練習が確保できず心配されましたが、アスリート達は程よい緊張感を持って果敢に挑戦していました。
今回も⻘⼭学院大学⾺術部のご協⼒をいただき、スムーズに競技会を運営することができました。感謝申し上げます。
鈴⽊ 万⾥英さん(アスリート)「ジャンプが面白かった。ちゃんとできてよかった。」
高階 幸枝さん(ファミリー)「いつも周りの⼈たちに支えられて参加しています。
今大会もコーチのサポートにより無事、⾺に乗ることができました。「宣誓」が
上手にできてホッと胸をなでおろしました。」との感想をいただきました。

第59回神奈川県ショートトラックスピードスケート競技会
12月4日(土)に神奈川県ショートトラックスピードスケート競技会が開催され、神奈川県連盟のご協⼒によりSON神奈
川の競技会も同時開催となりました。11名のアスリートが参加しました。コロナ禍で約３年ぶりの地区大会参加となり、ア
スリートはドキドキ、引率者はハラハラしました。連盟から公式練習や競技順の時間的配慮やスタート時と滑⾛時の支援、
ピストル⾳への配慮等もして頂き、無事にアスリート全員が滑りきることが出来ました。アスリートへはメダルと記録証(公式
記録)が授与されました。⼀番喜んでいたのは副賞のお菓子だったようですが(笑)。今後も皆で切磋琢磨しながら、楽しく
練習していきたいと思います。

竹中 ⼒輝さん(アスリート)
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神奈川県スケート連盟会長
宇垣静子さまと
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第38回神奈川県ゆうあいピック⼤会
バスケットボール

ゆうあいピック大会は、全国知的障害者スポーツ大会の愛称で、
知的障がい者を対象としたスポーツ大会です。
コロナ禍の今年は当初６⽉の開催予定が8⽉に延期、またさら
に延期され12⽉５日(日)県⽴スポーツセンターにおいてようやく
開催の運びとなりました。
我らSON神奈川の川崎サンズはこれまでなかなか練習すること
も叶いませんでしたが、男子Ｂブロック４チームでのトーナメント
に出場しました。第一試合はスタート時緊張感もありましたが、
徐々に動きも良くなり快勝しました。決勝は相⼿も強く好ゲーム
の末、優勝を勝ち取りました︕アスリートは皆、久しぶりに大会
出場し改めてバスケットボールの楽しみ、感激に触れられた一日
になりました。

※佐藤コーチのレポートを元に編集

桐蔭横浜⼤学 学生による
SON神奈川紹介ビデオ制作中

実習の一環としてビデオ制作をお願いしました。自分たち
の目を通してSO活動(陸上競技・競泳・バスケットボール)
を⾒、インタビューを通して参加者の声を聴き、参加前と
後の変化や気づきについて感想を聞きました。
完成したビデオは、
YouTubeで配信
予定です。追って、
メルマガ等でお知らせ
致します。

宇賀神 遥⼤(うがじん はると)さん ※写真左
関わり合いの大切さというものを改めてとても感じることがで
きました。参加する前は結構不安があったのですが、実際
に一緒にスポーツをしたり、インタビューをしたりと一緒に活
動してとても楽しいなと感じました。
梅川 璃奈(うめかわ りな)さん ※中央
思っていたよりもスポーツに対する姿勢が前向きであると感
じました。取材する前は障害者の方がスポーツをするとはど
んな感じなのかと思っていたけれど、実際⾒てみると一⽣懸
命に、そして何より楽しそうにしていたので、このような場が
あることで⽣きがいにもなっているのではないかと思いました。
小田 明日香(おだ あすか)さん ※右
関わる前は知的障害の方へどのように接したらいいのかや
会話が成⽴するのかなど不安な点が多くありました。しかし、
実際に関わってみると知的障害の方から笑顔で話しかけて
くれたり、いろいろな話を聞かせてもらったりなど楽しい時間
を過ごすことが出来ました。そういった点から、健常者側が
勝⼿に障害者であるという壁をつくっているだけで、そんな
壁は必要ないなという考え方になりました。今回スペシャル
オリンピックスに関わってこのことに気が付けて良かったと思
います。

2022年SOＮ神奈川
夏季地区⼤会

2022年5⽉にナショナルゲーム・広島大会への選考会を兼ねた
地区大会を開催します。

【プログラム名】 【日程】 【会場】
卓球 5/ 1(日) 県⽴SCアリーナ1
陸上競技 5/ 8(日) 県⽴SC陸上競技場
競泳 5/ 8(日) 横浜ラポール内プール
ボウリング 5/15(日) 江の島ボウル
バスケットボール 5/21(土) 県⽴SC アリーナ2
テニス 5/29(日) 県⽴SC テニスコート
柔道 調整中
馬術競技 調整中
サッカー 開催未定
バドミントン 開催未定

※県⽴SC＝県⽴スポーツセンター
※医師または看護師の資格をお持ちの方で医療ボランティアと
して地区大会でご協⼒いただける方を探しています。薄謝進呈。
詳細は、事務局までお願い致します。
※運営ボランティアは、追って募集致します。
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2022年SO日本
夏季ナショナルゲーム・広島⼤会
開催期日︓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
今大会では、
卓球とボウリングにユニファイドダブルスの

新種目が加わります。
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「程ヶ谷カントリー」に於いて「第47回SON神奈川チャリティーゴルフ
大会」が開催されました。
参加者を募集していた期間は、新型コロナウイルスの「まん延防止等
重点措置」が適用されていたため、参加してくださる方がいらっしゃるのか
心配でしたが、お陰様で９０名の皆様に申込み頂き、無事に開催する
ことが出来ました。
今回は懇親会・表彰式も開催できませんでしたが、
当⽇は晴天に恵まれ、事故もなく無事終了すること
が出来ましたのも、皆様のご協⼒があってこそと感謝
しております。
今回のチャリティー⾦373,000円につきましては、
SON神奈川にご寄付いただき、スポーツプログラム活動を

含め、運営資⾦として使わせていただきます。これからも、⼀⼈でも多くの知的障害のある⼈たちにスポーツの
機会を提供できるよう、より⼀層の努⼒をしてまいる所存です。本当に有難うございました。
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関東学院中学校高等学校において、「スペシャルオリンピックス支援チャリティ自動販売機」の設置式が執り⾏われました。
式には関東学院中学校高等学校からは森⽥祐⼆校⻑や副校⻑、および⽣徒会役員らにご参加いただき、SON神奈川
からは剱持会⻑・⻑島副会⻑・⼭下理事が出席して参りました。
式後には、記念撮影会が⾏われ、⽣徒会役員の⽣徒さんが実際に自販機で購⼊している姿なども撮影されました。

※活動資⾦調達と広報活動の
⼀環として、コカ・コーラ社のご協⼒
の下で進めている「スペシャル
オリンピックス特別仕様の自動販
売機」の売上⾦の⼀部が、地区
大会・競技会や世界・国内大会
などの活動資⾦としてSON神奈川
に寄付されます。

12月5⽇(⽇)トレッサ横浜にて、広報イベント＆募⾦活動を開催しました。
北棟リヨン広場に2019年ワールドゲーム︓アブダビ大会にSON神奈川から
出場したバスケットの藤本さん、⼭井さんの活躍した姿や大会の様子を写し
た写真パネルを掲示し、次回2023年ワールドゲーム︓ベルリン大会への遠
征費補助のご協⼒をお願いしました。私たちSON神奈川の応援団である
⽣活協同組合神奈川ゆめコープさんからご協賛いただいた、ポテトチップスや
袋菓子、キャロットジュースを詰め合わせにし、募⾦いただいた方々にお礼と
してお渡しすることができました。
なお、募⾦額合計は26,408円となりました。募⾦してくださった皆様に感謝
の気持ちでいっぱいです。アスリートの活躍のために大切に運用させていただ
きます。
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ボウリングコーチクリニック 於：桜が丘ボウル
11月21日(日)ボウリング大和プログラムで利⽤している大和市の桜が丘ボウルで開催しました。トレーナーは我が
SON神奈川の⼩瀬村良史理事にお願いし、８名の受講者が参加頂しました。陸上と同様、日ごろからプログラムにコ
ーチとして参加している皆さんですが、アスリートの特性(⾏動)に合わせた指導方法や、通常プログラムの中では使⽤し
ていない「ボール補助スロープ台」の使⽤方法などの説明もあり、初⼼に⽴ち返ることが出来たのではないかと思います。

コ
ー
チ
ク
リ
ニ
ッ
ク

陸上競技 於︓関東学院中学校⾼等学校
11月7日(日)関東学院中学校高等学校のご厚意により、横浜市南区三春台の高台にあるグラウンドを借⽤し開催
しました。トレーナーはSON千葉より渡邊光春さんにお越し頂き、11名が受講しました。
広々としたグラウンドをゆっくりと一周し、「アスリートにとって危険な場所はないか」のチェック、「練習中に想定される⾏動
」等を考えるところから研修は始まりました。受講者は、日ごろからプログラムにコーチとして参加していただいている方々
ですが、皆様積極的に実技にご参加頂き、トレーニング方法や、トレーナーが使⽤していたプログラムで手軽に⽤意の
できる拡声器など、新たな気づきや発⾒があったのではないかと思います。
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競 泳 於：藤沢YMCA

11月27日(土)藤沢プログラムで利⽤している藤沢
YMCA室内プールで開催しました。
トレーナーは遠路はるばるSON奈良から寺内利枝⼦
さんにお越し頂き、16名の受講者に加え、2名のアス
リートも参加し、アスリートが楽しい気持ちで過ごせる
雰囲気づくりも大切にされていることを感じ取ることが
出来ました。

2021年度 コーチクリニック開催
SON神奈川では、感染症予防対策を徹底し「陸上競技」「ボウリング」「競泳」の３競技の競技
実技対面型のコーチクリニックを実施することが出来ました。
この度は、認定コーチ資格の取得や更新に関する制度や受講方法が変わり、ZOOMやYouTubeなど
によるオンライン型の受講方法が多く取り入れられましたが、この実技対面型のコーチクリニックは新た
に認定コーチ資格を取得するには必須の要件です。



2

心もカラダもあったかいで賞

講評：色どり・栄養バランスバッチリの
ホクホク作品です

①蓮池亮文（アスリート）

②競泳横浜

③ホクホク♡さつまいもシチュー

④秋野菜をたくさん食べてほしい

⑤松村沙友理（元乃木坂46)

ユカナガシマクッキング大賞

講評：相手を思って作られているのが
よくわかるラブリーな作品でした

①山井幸（アスリート）

②バスケット二俣川

③ピンクの元気になる

④お祝いなど明日も頑張れようなケーキ

⑤家族や知り合い

焼き方も王将で賞

講評：
プロ顔負け、
王将のライバル
現るです

①前田活人（アスリート）

②ボウリング・アルペンスキー

③僕の作った餃子

④きれいに包んだ美味しい餃子

⑤家族

ていねいな仕事で豪華で賞

講評：
作業工程からも誠実な
作成ぶりが伺えます

①荒井大（アスリート）

②卓球湘南台・リズムダンス・バトミントン・競泳藤沢・ボウリングなど

③プリンアラモード

④手作りのプリンでかぞくでおいしく食べたい

⑤自分、父、母、弟

スタミナ満!美味しい笑顔で賞

講評：
手際のよさが
想像できます

①山井幸(アスリート）

②バスケット二俣川

③スタミナチキン南蛮

④母親が介護で実家にいるため
自分で栄養をつける

⑤自分と残りの家族

キュートな焼き色食べたいで賞

講評：
見てるだけでも
幸せな気分です

①伊藤うらら（アスリート）

②卓球湘南台

③スイートポテト

④元気になるため

⑤家族

料亭のようにうまそうで賞

講評：
色どり・
盛りつけ
など全て
満点です

①佐藤翔太（アスリート）

②競泳厚木

③手作り角煮

④自分が作り食べたかった

⑤母

美味しさまちがいなしで賞

講評：家族の笑顔が浮かんでくる
素敵な手作り作品です

①松本雄介（アスリート）

②卓球湘南台

③みんなのオムライス

④休日のお昼に♪

⑤家族に食べてもらいたいです

たくさんご応募いただきありがとうございました。

アスリート委員会にて賞を命名し、脚色・講評を
させていただきました。アスリートの生きる力の
一助になれば幸いです（監修：長島由佳）

①氏名 ②参加プログラム ③作品名
④テーマ ⑤食べてほしい人

焼けま
した！
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今回は、ゴミ拾いの最後に、野毛大道芸
ボランティアさんから

「ボランティア活動証明書」

を発行して頂き、アスリート達はみんな
凄く喜んでいました�

7

Vol.30

もう5回目だよ！
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毎年12 月3 日から 9 日までの期間を「障害者週間」と定められています。障害者週間 

は、広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、 

文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的に設けら 

れています。誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」を目指しましょう。 

今回は、海老名市の障害者週間の取組みの一つとして、SON 神奈川のアスリート達の 

写真が市庁舎のロビーいっぱいに展示されました。 

８ 

SSKW かながわニュース №81 

発行所 〒157-0072 東京都世田谷区祖師谷3-1-17-102 

    特定非営利活動法人障害者団体定期刊行物協会 

編集元 NPO 法人スペシャルオリンピックス日本・神奈川 

編集人 剱持 睦子 

編集スタッフ：SON 神奈川事務局広報担当 

定価：100 円(代金は会費に含まれています) 

【編集後記】 「事務局の同士に捧ぐ」 

SON 神奈川の設立当初より、長きに渡り多くのプログラムや事務局業務のファミリ

ーボランティアとしてご協力いただいた川口道子さんが、去る 12 月18 日にご逝去

されました。事務局で SO 活動について熱く議論を交わしたことや、このかながわ

ニュースの文字校正では誰もが見逃した間違いを見つけてドヤ顔を見せたことも

ありました。おそらく天から小言を言いながら、SON 神奈川の活動を見守り応援し

続けてくれることでしょう。これまで有難うございました。あらためて感謝です。合掌 

SON 神奈川の運営は、会員の年会費、個人･団体･企業のご寄附と団体・企業からの助成金で成り立っています。 

活動にご賛同・ご支援いただける方は、社会貢献の選択肢の一つとしてご検討いただければ幸いです。 

当法人へのご寄附は、税制控除対象(所得税・住民税)となります。会員は、社員会員(年会費5,000 円 初年度のみ別途入会金5,000

円)、賛助会員(年会費は 3,000 円寄附扱い)より、お選びいただけます。※ボランティアの方は登録会員として入会手続きを致します

が、社員もしくは賛助会員のご検討をお願い申し上げます。※会員申込書は、ホームページよりダウンロードが出来ます。 

ご寄付・ご協力(2021 年9 月～12 月) 
＜パートナー企業＞関東化成工業、大安興業、ニッパツ、アイネット、デジサーフ、ピーくん財団 

※継続的にご寄付下さっている企業・団体様をパートナーと呼んでいます 

＜ご協力＞富士フイルムビジネスイノベーションジャパン神奈川支社、県立スポーツセンター、トレッサ横浜、横浜ラポール  

岡本ライディングクラブJapan、山崎製パン、コカ・コーライーストジャパン、桐蔭横浜大学、神奈川ゆめコープ 

＜ご寄付＞山路陽子、牧井美知子、小西理恵、富士フイルムビジネスイノベーション端数倶楽部、山口恭弘動物病院 

国際ソロプチミスト横浜西、関東化成工業、ニッパツ、チャリティゴルフ実行委員会 

＜協賛広告＞神奈川県バスケットボール協会、神奈川県水泳連盟、やのハートクリニック、新横浜グレイスホテル  

      チアリーダーズ協会、関東化成工業、横浜YMCA、ベンハウス、見澤屋、トーエル、隠れ里車屋 

＜助成金＞程ヶ谷基金、SO 日本、アイネット地域振興財団 

＜募金箱＞トレッサ横浜 

＜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 

ありがとうございました。心より感謝申し上げます。 

 


