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積み重ねが開花する時!！
若葉の美しい頃となりました。感染症の収束が見えない日々ですが、SON・神奈川の皆様
お変わりなくお過ごしでしょうか？
SONK では細心の注意を払い、秋の広島大会に向けての地区大会を開催することになりました。
アスリートの皆様は、今までの自粛期間にたくわえたエネルギーを競技で思い切り発揮してくだ
さい。久々の皆様の競技姿を観戦するのを楽しみにしています。
今回のかながわニュースの記事にもありますように、各ロータリークラブ、かわさき FM、
また、永年にわたってご協力を頂いております茶美の会など、多くの団体様からお声かけ頂き、
SO についてのお話をし、ご寄付を頂戴するという大変ありがたい機会に恵まれております。
少しでも多くの方々に SO の活動を知って頂き、知的障害の方々への理解を深めて頂くよう努力
していきたいと思っております。
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

＜5 月以降の行事予定＞
◆2022 年第 23 回 SON 神奈川夏季地区大会
5 月 1 日(日) 卓球（県立スポーツセンター・アリーナ 1）
5 月 8 日(日) 陸上競技（県立スポーツセンター・陸上競技場）／競泳（横浜ラポール・屋内プール）
5 月 15 日(日) ボウリング（江の島ボウル）／テニス（関東学院中学校高等学校）／馬術競技（岡本ライディングクラブ Japan）
5 月 21 日(日) バスケットボール（県立スポーツセンター・アリーナ 2）／柔道（横浜国立大学・武道場）
◆第 48 回チャリティゴルフ大会 5 月 30 日(月)／湘南カントリークラブ （チャリティゴルフ実行委員会主催）
◆インクルーシブイベント＆写真展 8 月 20 日（土）、12 月 11 日（日）／トレッサ横浜
◆クリスマス ボウリング大会 12 月 24 日(土)／江の島ボウリングセンター（クリスマス会実行委員会主催）

♡♡♡ ２０２２年 新理事のご紹介 ♡♡♡
アスリート理事 ： 片山 大樹（かたやま たいき・卓球湘南台）

監事 ： 留目 津 （とどめ しん・税理士）
●趣味 ： ゴルフ、車、ダイビングや旅行、海釣り。
●大学生時代に知的障害がある方のボランティアを経験し、
その時の彼らの笑顔や元気さに、逆に力づけられたのを思い
出します。SON ではスポーツを通じた交流を深めて、アスリート
達と一緒に成長して行きたいです。

１

●特技 ： 電車に乗って日本中どこへでも行けます
●趣味 ： 電車の旅、野球観戦（阪神、オリックス）
●SON 神奈川の好きなところは、皆が優しいところです。
もっと卓球をうまくなりたいです。
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2022 年度 SON 神奈川 社員総会が開催されました
2022 年 3 月 5 日(土)午前 10 時より、横浜市技能文化会館 802 号室において
「2022 年度 特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・神奈川
社員総会」が開催されました。新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、
社員会員の皆さまには Zoom によるオンライン参加と会場出席に分かれて
ご参加をお願いしました。社員会員総数 407 人(2021 年末現在)のうち、
出席正会員数 265 人(当日出席者 9 人 オンライン出席者 20 人 委任状提出者 236 人を含む)でした。
審議事項は
第 1 号議案 2021 年度事業報告・決算並びに監査報告承認の件
第 2 号議案 2022 年度目標(案)・事業計画(案)並びに収支予算(案)承認の件
第 3 号議案 定款変更の件
第 4 号議案 役員選任の件 審議の結果、全て承認されました。

2021 年度の活動は、2020 年度に引き続き新型
コロナウイルス感染拡大の影響を受け、多くの
活動が中止を余儀なくされました。トレーニング
は 2020 年度とほぼ変わらない回数が実施でき
ましたが、アスリート、認定コーチ、ボランティア
の参加はさらに減少しました。
「2022 年度目標」は、2021 年度の目標を継続と
しました。秋には広島での全国大会があり、
地区大会や遠征費の予算計上をしています。
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2022 年度目標
１．活動の質的向上と量的拡大

①安全なプログラム運営を目指す
②アスリート一人ひとりの可能性を最大限引き出せるｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを提供する
③障害の程度、体力の低下のあるアスリートに適した競技を提供する
④プログラム実施地域を拡大する
⑤ユニファイドスポーツを推進する
２．ﾘｿｰｽ獲得のための対外ｱﾌﾟﾛｰﾁ強化 ①パートナー企業を獲得する
②新たな支援者との繋がりを維持・強化する
３．組織基盤の構築
①SNS の活用により注力し、SO 活動の認知度を高める取り組みに努める
②ボランティア増加により一層努める
③競技団体との連携を進める
２
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テーマは、「もう一つのオリンピック」
剱持会長に、ご登壇いただき、お話をしていただきました。
■「オリンピック」でもない「パラリンピック」でもない
「３つ目のオリンピック」を皆さんに知っていただきたい。
■起源は JF ケネディーの妹「ユニスケネディ」が創始者であること。
■「オリンピックス」と名称が複数形なのは、日常のトレーニングから世界大会に至るまで、いつでも
どこかで私たちの活動が行われていること。
■私たちの理念は「他人との競争ではない」「昨日の自分に打ち勝つこと」であること。

今年に入ってから、神奈川県内のロータリークラブの例会「※卓話」に、お招きいただく機会が多く、
私たち「スペシャルオリンピックス日本・神奈川」を少しでも多くの方々に知っていただき、
あらゆる形でご支援をしていただけるように広報活動を行っています。
※ロータリークラブの卓話とは・・・
毎週開かれる例会のメインイベントとして、「卓話」が行われています。会員の皆様が卓話を通し、ご自分の
職業やロータリーについて話をしたり、私たちのようなロータリークラブ会員以外の人を外部から迎えたりし
て、視野の広がりにつなげることを目的に行われているものです。

■2022 年 1 月 2 日(土)

横浜南ロータリークラブ
＠ローズホテル横浜
■2022 年 3 月 7 日(月) 神奈川ロータリークラブ
＠ホテル横浜キャメロットジャパン
■2022 年 4 月 27 日(水) 金沢東ロータリークラブ
@横浜テクノタワーホテル
＜今後の予定＞
■2022 年 5 月 27 日(金) 川崎西ロータリークラブ
★ロータリークラブさまには、このような場を与えて下さり感謝しています。
一人でも多くの方に SO の活動を知って頂くために講演の場があり
ましたら、ぜひ事務局にお知らせください。

2022 年 4 月 2 日(土)
「かわさき FM」の「ユッキー先生の元気が出る土曜日ワイワイ地球人」に剱持会長生出演！
進行役の「内藤アカデミー」の内藤幸彦先生も SONK の活動に対し、とても興味を持たれていました。
会長からは、「川崎でのプログラム会場をもっと増やしたい」と、ご協力をお願いしました。
SON 神奈川からは、DVD「※HOST TOWN」をリスナーへプレゼントしました。
※2002 年アイルランドのダブリンで行われたスペシャルオリンピックス世界大会を背景に、日本選手団の
“ホストタウン”となった町に暮らす「小さな家の大家族」を撮影。障がいを抱える 2 人の少女と、彼女
たちを支える家族の日常の記録をとおしてメッセージを送る、小栗謙一監督のドキュメンタリー映画
3
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成人式を迎えたアスリートたち おめでとうございます
フロアホッケー 井上 颯斗 さん
中学入学と同時に始めたフロアホッケーが
大好きになりました。
これからも練習頑張ります！！

卓球 湘南台 笠江 立馬 さん
成人式前撮りの時に双子の妹と一緒に撮影しました。
現在は福祉事業所にて、パンの販売などを頑張っています。
週末のSONの活動を楽しみにしています。

競泳 横浜 蓮池 亮文 さん
今までお世話になった家族·知人に感謝して社会人として成
⻑していく。
早朝から清掃の仕事をしています。コロナ禍なので消毒作業
も大変ですが、お客様に感謝されてやりがいがあります。
仲間とも協力して仕事をしているので楽しいです。
横浜水泳で日曜日に泳いでいます。今の目標は地区大会と
ナショナルゲームに参加出来るように練習します。
バスケット 藤沢 高野 陽平 さん
20歳になったのでビールを飲みたいです。仕事もバスケも頑張ります。
段ボール製品を製造している会社に勤めています。製品の一つに段ボール
を100%利用した緩衝材があり、30cm四方の大きさのものを100個ずつ
ビニール袋に袋詰めするという作業を担当しています。
平日は仕事で一日終わってしまうので、土曜日に大好きな藤沢バスケに
行って仲間と楽しむ事を何よりも大切にしています。
早くコロナ禍が終わって欲しいと願っています。

卓球 湘南台 川副 亘輝 さん

成人式に向かう時に駅で撮影
成人式に友達と一緒に行けて良かったです。
これからも、仕事や運動や好きな事を一生懸命
頑張ります。
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バスケット 藤沢 齋藤 楓香 さん
現在、藤沢にあるエール湘南に通所し、仕事は製菓と
軽作業を頑張っています。
お給料を貯めてディズニーランドに泊まりで遊びに行
きたいです。
成人式を迎え初めて携帯電話を持ちました。携帯電話
で大好きなＢＴＳの動画を観ています。

テニス 相模原 ⻫藤 佳南 さん(右)

藤澤 南々 さん(左)

感染対策を万全に、スライドショーや代表者の言葉など、最小限での成人の式
典が行われました。養護学校卒業後、コロナ禍もありお友達と交流できる機会
が減ってしまっていたので、短い時間でしたが再会がとても嬉しかったようで
す。保護者も同様に、小さい時から共に過ごしてきたお子さんの成⻑に、我が
子以上に涙しました。やっと二十歳。もう二十歳。これからの先の人生の方が
⻑いですが、良い節目を迎えられる事ができました。
リスクを承知の上で式典を開催して頂けた有志の方々には、本当に感謝致します。
佳南さんのお⺟さまより
バスケット 川崎
大橋 未怜さん

バスケット 川崎 菅原 啓介 さん

陸上 ＆ 競泳 小田原 （写真左から順に）
小杉 京平 さん 仕事を頑張りたい。スペシャルオリンピックス
の仲間をたくさん増やしたい。
藤原 大誠 さん 毎日、お仕事頑張ります。
細谷 朱里 さん 二十歳になったので、陸上もお仕事ももっと
頑張りたい！
小池 恭 さん 昨年成人を迎えましたが、コロナ禍でお祝いが
できなかったので、一緒に写真を撮りました。
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アスリート新聞

アスリート委員会では
『何かボランティアをしたい！！！」
というアスリートの声を受けて
下記広報イベントのお手伝いに
参加しました

募金してくださった方へお菓子や
SONKミニタオルをお礼に進呈し
広報活動のためのインタビュー対談に
大活躍しました
照れ臭かったアスリートも勇気を出して
思いを伝えました。
中には、家族への感謝をマイクで伝えること
ができたアスリートもいました
そして
トレッサにご来場の皆さんに
募金のお礼を伝え
SON神奈川アスリートへの応援も
しっかりお願いしました
生き生きとしたアスリートの姿に
共感してくださった方々から
「頑張ってください！！」と
多くのエールをいただきました
みんな頑張った素敵な時間でした！！！

2022年4月23日（日）
トレ ッサ横浜にて
SON神奈川の広報イベントが開催されました
地区大会やプログラムの様子・ボランティア
やコーチとアスリートの笑顔・ワールドゲーム
アブダビ大会の3つのブースに分けて写真
展示を行いました。
熱心に見てくださる方や入会に
向けて説明を聞いてくださった方
などに出会えました。
募金者数およそ５０名ほどの
方々に感謝いたします。
また、今回も会場提供（備品無料
貸し出し含む）のトレッサ横浜さん
募金者への粗品のためのお菓子
をご提供くださったお神奈川生活
協同組合パルシステム神奈川
さんには感謝しかありません。

スペシ ャ ルオリ ン ピ ッ ク ス 日本・ 神奈川
広報イ ベン ト
In ト レ ッ サ横浜
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2022 年 3 月４日(金)～6 日(日）アルペンスキーin 志賀高原

REPORT

コロナ感染対策を十分にし、2 年ぶりにスキープログラムを開催しました。再会とスキーが出来る喜びに溢れた皆さんからメッセージが
寄せられました。スキーは、プログラムの中でも宿泊を伴う特別な競技で、助成金や多方面の方の協力によって開催が出来ています。
２年ぶりのアルペンスキープロ
グラム。リフトに乗って楽しく
滑っているアスリートは天晴
れ!! 小池明コーチ

久々のアスリートとの再会。
スキーは忘れませんでした。
HoT で楽しかったです。
Welcom 参加待ってます。
小池京子コーチ
どこでも滑ることができる
上級者は、朝から夕方までか
なり充実して滑ることがで
きました。
鈴木コーチ

晴天の下、アスリートと楽し
く滑りました。滑り始めと
終わりでは、みんな見違える
ほど滑りが変わって教え甲
斐がありました!!
角掛コーチ

このスキープログラムは、
毎回すばらしい自然の中
アスリート、ボランティア、
コーチが一体となって素晴
らしい体験と思い出を作っ
てくれます。對馬コーチ

大好きなコーチとたくさん
滑ることができて、とても
楽しかったです。雪もすご
くたくさんあって、ちょっ
とスキーも上手になったと
思います。矢下博久 At

アスリートの皆さん年々上達
の早さに驚いています！この
まま頑張って、めざせ金メダ
ル!!
加川コーチ

お天気もよく、雪も多く、２年
ぶりのスキープログラムは楽し
い２泊３日でした。コーチの皆
さんありがとうございました。
川口 Fa

２年ぶりに再開できて良か
ったです。アスリートも
コーチもファミリーも、参加
者全てが充実プログラムに
なりました。近藤コーチ

プログラムに参加して、アスリ
ートの皆さんのパワーがすご
い！と思いました。コーチとし
て接していて逆に自分が教えら
れることも多く、一緒にスキー
をしてとても楽しかったです、
これからも一緒に成長できたら
と思います。松岡コーチ

久しぶりのスキープログラ
ム。本人はとても楽しみにし
ていました。天気にも恵まれ
て、楽しく滑れたようです。
コーチ、ボランティアさん、
本当にありがとうございま
した。佐野 Fa

プログラムがなかった去年は
淋しい思いをしましたが、
今年はアスリート、コーチの
方々と再会でき喜んでいま
す。児玉 Fa

コーチとリフトに２０回乗って、いっぱい滑り
ました。コーチの後について、スピードを出し
て気持ちよかったです。急な坂のところも頑張
ってすべりました。もっとたくさんのアスリー
トとスキーができるといいなあ。前田 At
7

Special Olympics 日本・神
奈川のスキーprogram とて
もすばらしいです。Athlete
みなさんいつも楽しんでス
キーしています。
ケリーさん Fa
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～ SON 神奈川の活動を継続的にご支援下さっています ～
富士フィルムビジネス
イノベーションジャパン
(株)神奈川支社さま
には、長年にわたり本
誌をはじめ大会パンフ
レットなどの印刷に
ご協力頂いています。

程ヶ谷基金さまには、アルペンスキープログラム開催に助成いただ
いています。 また、その母体の程ヶ谷カントリー倶楽部さまには、
毎年秋のチャリティーゴルフ開催会場としてご協力を賜っています。

SON 神奈川賞に
横浜市立荏田東小学校 1 年 三宅直太郎さんの作品
「あたらしいほしのせかい」
を選出いたしました。
新たな宇宙の世界を創造し、色鮮やかにそして細やかに
表現されたその星は、誰でも楽しくいられる素敵な空間
でした。この絵を見た人全てが優しい気持ちを感じ、笑顔になれると確信しました。

ご寄付・ご協力 （2022 年 1～4 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、岡本ライディングクラブ Japan、山崎製パン、桐蔭横浜大学、神奈川ゆめコープ
＜ご寄付＞桒原 茂、伊藤 厚、松島和男、寺田雅人、高階政美、角掛淳子、山路陽子、中野 霞、毛内 司、長谷川 聡、小野 哲
◇ステイト工業株式会社 ◇富士ﾌｲﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ(株)端数倶楽部 ◇茶美の会 ◇横浜南ロータリークラブ
◇神奈川ロータリークラブ ◇フィロソフィ経営実践塾 ◇神奈川県教育福祉振興会 ◇一般財団法人ピーくん財団
◇金沢東ロータリークラブ
＜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＞程ヶ谷基金
＜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
※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】
新型コロナウイルスと
のお付合いも 2 年を超
え、「人と会う、 人と集
う」という重要な事柄に
大きな影響を及ぼして
いると感じます。プログ
ラム、社員総会など工
夫を凝らし開催しまし
た。そして「成人式」を迎
えたアスリートの笑顔
に、現状を受け容れな
がらも乗り越える逞しい
姿を感じました。

スペシャルオリンピックス（SO）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・個人からのご寄付によって支えられています。

かながわニュース №82 読者プレゼント
SO のレアなグッズを抽選でプレゼントします♡
♡5 名に、Challenged のマスクケース
♡1 名に NG 広島大会のクリアケース
応募方法 ： jimu@son-kanagawa.com
FAX 045-651-5217
応募締切り ：5 月 31 日（火）必着

SSKW かながわニュース №82
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)

＜パートナー企業＞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

８

