
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                あてにされる幸せあてにされる幸せあてにされる幸せあてにされる幸せ 

  スペシャルオリンピックス日本・愛媛が新しい体制で 

 船出して早 5ヶ月。事務局を支える山口さんのおかげで 

 煩わしい理事長交代の手続きは無事終了。 

  また誠実な理事さんたちによって毎月運営委員会が開催 

 され、総会決定の 2015 年度の方針に基づき一つひとつ 

 具体化しています。 

   学びといえば、この仕事に巻き込まれてから何冊かの本を 

 読みました。 

 たとえば、遠藤雅子著『スペシャルオリンピックス』（集英社 

 新書）や鷲田清一著『しんがりの思想ー反リーダーシップ論ー』 

（角川新書）など。やっと入手した 11 年前に出版された前者では、 

 スペシャルオリンピックスの歴史と SOに光を見出した人々の人生を知りました。 

   後者では、右肩上がりではないダウンサイジングの時代に求められるのは「しんがり」のマインドとか。 

 リーダーシップよりも、よきフォロワ―シップ。 

 つまり リーダーにとって「隙間、緩み、翳り（かげり）」こそ大事だというのです。攻撃よりもどちら 

 かといえば防御の位置にいた私には、納得することが多い本でした。 

  そんな私に愛媛新聞から取材の要請があり、SO に関する丁寧な記事が「キーパーソン」欄 

 （2015．6.14）に掲載されました。このニュースレターとともにどうぞお読みください。 

                            （理事長  山本万喜雄） 

                            

                                                                         アスリート便りアスリート便りアスリート便りアスリート便り    

                   『今治市手をつなぐ育成会』の総会で、第６回スペシャル 

                     オリンピックス日本夏季ナショナルゲーム福岡大会に参加 

                     したアスリートが表彰されました。 

                     『この表彰式を開催して下さりありがとうございました。    

                     次又、表彰されるよう今後も頑張ります。』 

                                 (アスリート 越智進之亮) 
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          2015年 7月  8日発行 

        オレンジスピリット №10 

 発行 スペシャルオリンピツクス日本・愛媛 

特定非営利活動法人 

スペシャルオリンピックス日本・愛媛 

事務局／〒７９０－０９６７ 松山市拓川町３番４４号 

ＴＥＬ／089-941-5630 

▲左から 越智進之亮さん 野島幹矢さん 矢野由貴奈さん 真鍋純平さん 



    

    

    ボランティア委員会の取り組みを紹介しますボランティア委員会の取り組みを紹介しますボランティア委員会の取り組みを紹介しますボランティア委員会の取り組みを紹介します!!!!    

  スペシャルオリンピックスの活動の殆どがボランティアさんの 

 献身的なご協力によって成り立っています。 

  現在ボランティアの皆さまには、通常のスポーツプログラムの 

 コーチや技術指導、会場準備のお手伝いをはじめ、各プログラム 

 の競技会やイベント、更には事務的なお手伝い等、様々な活動に 

 ご支援いただいています。 

  同時にこれらの活動が、広く社会に理解され支援の輪が広がって 

 いくための重要なメッセンジャーとしても活躍していただいています。 

 しかしまだまだ限られた方に無理をお願いしているのが現状です。 

  スポーツに対して特別なご経験は必要ありません。 

 このニュースレターを読まれた方で、スペシャルオリンピックスの 

 活動にご理解を頂いた皆さまは、是非ご支援をよろしくお願いいたします。 

                      (ボランティア委員長 杉本太一) 

 

 

ユニファイドスポーツユニファイドスポーツユニファイドスポーツユニファイドスポーツ®®®®    「ユニファイドデー「ユニファイドデー「ユニファイドデー「ユニファイドデーinininin みなら」開催みなら」開催みなら」開催みなら」開催    

  ＳＯＮ・愛媛では、全ての人々が共にスポーツを楽しむことができ、また心身の健康の増進にも 

 有意義なプログラムとして「ユニファイドスポーツ®」を積極的に展開していく予定です。 

 ユニファイドスポーツとは、アスリート(知的障がいのある人)とパートナー(知的障がいのない人) 

  が、年齢や競技能力が同じ程度の人達でチームを組み、練習や競技を行うスポーツです。 

  コーチ指導のもと、同程度の年齢・競技能力のアスリートとパートナーが日頃から一緒に練習に 

 取り組み、競技中は「チームメイト」、日常では「仲間」としてお互いに相手の個性を理解し、助け 

  合う関係を構築していくものです。 

 

  今年は 9999 月月月月 27272727 日（日）に「ユニフ日（日）に「ユニフ日（日）に「ユニフ日（日）に「ユニファイドデーァイドデーァイドデーァイドデーinininin みなら」みなら」みなら」みなら」として、 

 元オリンピック選手の土佐礼子さんをお招きし、陸上やバドミントン 

 競技を楽しみながらお互いの交流を深めるイベントを企画しています。 

 皆様のご参加を心からお待ちしています。 
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 土佐礼子さん 



  

 

    

        ファミリー委員会の取り組みを紹介しますファミリー委員会の取り組みを紹介しますファミリー委員会の取り組みを紹介しますファミリー委員会の取り組みを紹介します!!!!    

   私たちは、アスリートを中心に楽しく豊かに活動が 

  できるようにサポートをする委員会です。 

   一人でも多くの方にスペシャルオリンピックス日本・愛媛 

  (ＳＯＮ・愛媛)を知っていただき、賛助のご協力をお願いする 

  こと、また競技会などのイベントに多くの参加者を募り、皆さ 

  んと一緒に一致団結して安全に楽しく活動できるようにすることを、  

  松山・東温、今治、西条、新居浜のブランチの代表が集まり話し合いを行なっています。 

   そして、その事を各ブランチのファミリーに伝え、ＳＯＮ・愛媛全体での活動に活かせて 

  いきたいと思っています。 

   ＳＯを続けることで、アスリートが自立できるようになり、家族は喜びと勇気を味わって 

  います。ＳＯの輪が、もっともっと社会に広がっていくように これからも活動をしていき 

  たいと思います。 

                                      (ファミリー委員長 高岡栄美子) 

 

    

  ボウリング競技会にてボウリング競技会にてボウリング競技会にてボウリング競技会にて!!!! 

「3 位！やった〜‼」 

 5 月 17 日、初めて参加した広島での SO中四国大会。 

当日は、霧が深く見通しが悪い中、松山を 5時、 

今治を 6 時に出発し、一路、広島へ。    

息子、康佑は、愛媛代表で、緊張しながら、選手宣誓をした後、    

プレイ開始。スコアは、合計 221 点と練習と同じぐらいでした。 

が、3位と、わかった途端、ガッツポーズ！ 

表彰式で、息子の喜ぶ顔を見て、広島まで来て良かったと思いました。 

 4 年後の大会に出場できるよう、これからも頑張ってボウリングを 

続けていこうと思います。 

最後になりましたが、今回お世話をしてくださった SO広島の皆さん、 

ほんとうにありがとうございました。    (今治ブランチ 河北康佑の母) 
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相原　佐奈枝 緒方　美津子 久米　智子 仙波　良三 田村　千代子 橋本　治子 宮﨑　雅延

青野 毅 岡部　靖雄 栗田　弥和 曽我部　冬子 田所　美恵 鳩﨑　美穂子 宮脇　仁美

赤尾　さとみ 荻山　昭二 鴻上　千春 高岡　淑子 出水　和紀 馬場　耕三 向井　至

秋山　一郎 越智　和代 合田　幸広 高岡　令子 土居　園江 林　浩子 村上　千恵美

明比　美佐子 落合　操 合田　久子 高岡　栄美子 土居　千寿夫 日野　和幸 村上　卓也

浅井　重喜 加藤　哲二 河野　由紀 高木　悦野 土居　則行 福島　久子 村上　直子

淺野　佳子 梶原　隆司 児島　秀雄 高木　弘子 時岡　美恵 星加　英子 村上　潤二

飯尾　久美子 数野　美佐子 佐々木　民子 高木　リエ 年森　恭子 星加　智也 森実　保

池田　佐智子 片上　嘉予 佐々木　章公 高橋　健太郎 戸田　澄栄 星加　理恵子 森平　純子

池田　和弘 加藤　典子 佐々木　昌子 髙橋　明 中岡　正美 本庄　菊子 森本　里美

石丸　妙子 亀田　均 定岡　芳子 髙橋　猛 仲神　正人 町田　ゆかり 矢野　信子

和泉　智恵子 苅田　欣也 定岡　麻衣 髙橋　信晃 中川　真奈美 松浦　侯子 山内　真二

礒　真理子 河上　幸彦
塩﨑　英雄

田口　千春 永易　信正 松下　里美 山崎　志信

一色　豊 川上　ヒロ子 塩﨑　晃英 武田　圭子 永井　富子 松田　良雄 山田　広子

一色　環 河北　万里 篠原　博 竹本　晃 長野　一朗 松長　和志 山平　真美

伊藤　雄二 菅野　進 下田　正 竹本　尚子 長山　成生 真鍋　秀美 山本　壽

井上　作一 菊池　篤志 末松　茂 田坂　栄二 難波　江千春 真鍋　優斗 横内　小瑜美

井上　博 木原　明美 　杉森朝日新聞舗 立川　凉 新居田　香代 水崎　圭二 吉田　千波

大西　薫 公原　憲代 鈴木　豊博 田中　俊雄 新居田　利廣 三谷　治子 龍門　壮太

大西　環 清川　美和 角倉　正雄 田中　真澄 西本　敬子 三馬　知也 渡邊　一彦

大野　文 窪田　裕香 関　宏孝 谷本　加代 野島　貴文 宮内　芳美 渡部　通生　

大原　しのぶ 熊谷　玲子 仙波　満美子 玉井　茂明 野田　チヨ 宮岡　賢子 渡部　房子

  株式会社イーエルプランニング

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年賛助会員の皆さま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年賛助会員の皆さま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年賛助会員の皆さま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年賛助会員の皆さま　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    株式会社小倉葬祭社　　　 

                                                       2015年　1月1日～ 6月30日

   三浦工業株式会社

    国際ソロプチミスト松山

    株式会社石原自動車教習所

賛助会員（企業）の皆さまありがとうございます。賛助会員（企業）の皆さまありがとうございます。賛助会員（企業）の皆さまありがとうございます。賛助会員（企業）の皆さまありがとうございます。

賛助会員（個人）の皆さまありがとうございます。賛助会員（個人）の皆さまありがとうございます。賛助会員（個人）の皆さまありがとうございます。賛助会員（個人）の皆さまありがとうございます。

  伊藤自動車株式会社 　     ふきのとう

  株式会社長曽鉄工所
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  有限会社ニュースポーツ  　ＪＡＩＦＡ愛媛協会　　

　　　　　　　　　

  下田　正

　※　順不同　敬称略

※　このニュースレターの印刷は、富士ゼロックス四国(株)様にご協力いただいております。

  有限会社合田機工商会　　  株式会社レデイ薬局

ご寄付ありがとうございます。ご寄付ありがとうございます。ご寄付ありがとうございます。ご寄付ありがとうございます。

  伯方塩業株式会社　　　　　 　  不二印刷株式会社　　　　　　

発行発行発行発行 ＮＰＯ法人　スペシャルオリンピックス日本・愛媛ＮＰＯ法人　スペシャルオリンピックス日本・愛媛ＮＰＯ法人　スペシャルオリンピックス日本・愛媛ＮＰＯ法人　スペシャルオリンピックス日本・愛媛

                    〒７９０－０９６７

　　　　　松山市拓川町３番地４４号　日野学園内

　　　    TEL・FAX ０８９－９４１－５６３０

　　　    メールアドレス： son_ehime@son.or.jpson_ehime@son.or.jpson_ehime@son.or.jpson_ehime@son.or.jp

　　      　　      　　      　　      ＳＯＮ愛媛 ＨＰ:  http://www.son-e.comhttp://www.son-e.comhttp://www.son-e.comhttp://www.son-e.com

    

はや?やっと?でしょうか…

オレンジスピリット発行10号に

なりました。これからもSON・愛媛

の活動をお伝えしていきたいと思い

ます。

これからもご支援、

ご協力お願いいた

します。(G)


