
 

                          

                                                                          

               ＳＯ日本・愛媛のこのＳＯ日本・愛媛のこのＳＯ日本・愛媛のこのＳＯ日本・愛媛のこの 1111 年年年年                        

            2015 年春、立川前理事長の導きを得て新体制は船出しました。理事会・運営 

           委員会は日野学園のご協力もあって定例会を重ね、事務局体制は山口・賀原両氏に 

           よって支えられてきました。 

            この 1 年、アスリートたちの各種の大会をはじめ、ユニファイドスポーツデー、 

           ＳＯデー、コーチクリニック、チャリティーゴルフコンペなどいろいろなイベント 

           を開催。その実りや各地のブランチの活動ぶりはニュースレター「オレンジスピ 

  リット」に反映されてきたのでご存知でしょう。今年も 9 号から 12号にわたるニュースレターの印刷 

  は、富士ゼロックス四国（株）様のご協力をいただいております。私たちの活動を支えてくださって 

  いる会員・賛助会員（企業）、ボランティアの皆様に改めて御礼を申し上げます。 

   こうした活動にともに参加しながら、ファミリーの皆様にも親しくしてもらってきましたが、会員 

  拡大の課題は残されたままです。2016 年 2月には、総会でこの 1年の活動を総括しながら、次の一歩 

  を進めていきたいと考えております。今後ともよろしくお願いします。    

                                  （理事長 山本万喜雄） 
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２０１５年ＳＯデイｉｎ石鎚ふれあいの里開催２０１５年ＳＯデイｉｎ石鎚ふれあいの里開催２０１５年ＳＯデイｉｎ石鎚ふれあいの里開催２０１５年ＳＯデイｉｎ石鎚ふれあいの里開催!!!!!!!! 



 

                        

                        

 

  秋風に里の秋を感じる１０月１１日西条市の石鎚ふれあいの里で SOデイイベントが行われました。 

 今回の企画は新居浜ブランチが担当しました。予想を大幅に上回るご参加ありがとうございました。 

  施設の職員の方のご理解・ご協力により楽しい時間を共有でき親睦も深まった事と思います。 

 

        スマイルボウリングスマイルボウリングスマイルボウリングスマイルボウリング    

    

  大人も子ども大ハッスルでどのチームからも歓声が 

 上がっていました。 

  ボールを追いかける目はみんな真剣そのもの。ファミ 

 リーも童心に… 

  大人数の昼食はみんなよく手伝ってくれ楽しく食べ 

 ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

                竹バームクーヘン作り竹バームクーヘン作り竹バームクーヘン作り竹バームクーヘン作り    

 

  人数分を作るためには太いバームクーヘンに… 

  熱いと言いながらも太いバームクーヘンが出来上がり 

 美味しく頂きました。 

  競技会参加だけでなくこうしたゆるい活動もあっても 

 いいですね。 
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  午前のボウリングでは、最初は難しかったけれど、

ボールでピンを倒せた時はとてもうれしかったで

す。 

 初対面の人とも仲良くプレーすることができ、他

のチームの応援も楽しかったです。 

  午後のバームクーヘン作りでは、「こげてる！」と

か「生地をかけすぎ！」とか言い合いしながらもお

いしく作ることができて楽しかったです。   

            （アスリート 玲奈） 

 

２０１５年ＳＯデイｉｎ石鎚ふれあいの里開催２０１５年ＳＯデイｉｎ石鎚ふれあいの里開催２０１５年ＳＯデイｉｎ石鎚ふれあいの里開催２０１５年ＳＯデイｉｎ石鎚ふれあいの里開催 !!!! 



    

    

    

                    ２０１５年２０１５年２０１５年２０１５年    第４回スペシャルオリンピックス日本第４回スペシャルオリンピックス日本第４回スペシャルオリンピックス日本第４回スペシャルオリンピックス日本        

                                                            中国中国中国中国    四国ブロック水泳競技会四国ブロック水泳競技会四国ブロック水泳競技会四国ブロック水泳競技会 inininin かがわ参加かがわ参加かがわ参加かがわ参加!!!!    

    

  10 月 25 日 香川県立総合水泳プールで、開催されました。 

  新居浜ブランチからは 2 名のアスリートがエント 

 リーしました。普段 1コースを順番に泳ぐ練習しか 

 していないアスリートは競技会での競泳となると 

 俄然スピードアップして失格が心配されますが 

 2 人ともよく頑張りました。 

          (新居浜ブランチ コーチ) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

     11月7日8日と東京で行われたナショナルミーティング2015に娘の舞と一緒に参加してきました。 

    1 日目は全国から選ばれたアスリート 14名によるアスリートストーリー発表会が行われました。 

  みんな個性豊かでしっかりと自分のことをスピーチするのには驚かされました。 

     2 日目は分科会に分かれ、私はファミリーネットワークサミットに参加し、全国から集まった 

  ファミリー達と意見交換をしました。ＳＯのファミリーは本当に素晴らしい人達ばかりです。 

   愛媛のＳＯのアスリートも、今度は是非アスリート発表会でスピーチして欲しいと思います。 

                                                                     (ファミリー 橋本 治子) 
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        競技の結果  

 久米潤  100 自由形 1位 50 バタフライ 1位 

 龍門将人 25 自由形 3 位  25 平泳ぎ 3 位 

 日野築  25 自由形 2 位  50 自由形 1 位 

 福島千尋 25 平泳ぎ 1 位  50 平泳ぎ 1 位 

 相原裕太 25 自由形 1 位  50 自由形 1 位 

 亀田優人 25 背泳ぎ 1 位  50 自由形 4 位 

 栗田龍征 50 自由形 3 位  50 背泳ぎ 2 位 

 山平俊介 25 自由形 4 位  25 背泳ぎ 5 位 

 村上瑛一 自由形 25M 6 位 平泳ぎ 25M 3 位 

 山内康平 平泳ぎ 25M 2 位 背泳ぎ 25M 3 位 

  僕は水泳大会では背泳ぎと平泳ぎをし 

ました。 

 皆が一生懸命泳いでいました。 

他の県の人達と一緒に泳ぐことができて 

楽しい水泳大会でした。 

 練習をがんばってまた出場したいです。 

楽しかったです。  

      （アスリート 山内康平） 

 50 メートル自由形でなんと

か1位が取れてよかったです。

 練習もいっぱいがんばりま

した。 

   (アスリート 日野築) 

スペシャルオリンピックス日本スペシャルオリンピックス日本スペシャルオリンピックス日本スペシャルオリンピックス日本    ナショナルミーティングに参加ナショナルミーティングに参加ナショナルミーティングに参加ナショナルミーティングに参加!!!!    

三井会長 



  

                    ２０１５年２０１５年２０１５年２０１５年    第１回スペシャルオリンピックス日本第１回スペシャルオリンピックス日本第１回スペシャルオリンピックス日本第１回スペシャルオリンピックス日本        

                                                                中国・四国ブロック陸上競技会ｉｎ広島中国・四国ブロック陸上競技会ｉｎ広島中国・四国ブロック陸上競技会ｉｎ広島中国・四国ブロック陸上競技会ｉｎ広島参加参加参加参加!!!!    

                     開催日時 ２０１５年１１月１４日（土）・１５日（日） 

  

  今回、ＳＯＮ・愛媛から、総勢１８名（アスリート９名・コーチ４名・ファミリー５名）が参加させて 

 いただきました。当初恵まれなかった天候も、アスリート達の活躍とファミリー・ボランティアの方々 

 の熱い声援が見事に吹き飛ばし、笑顔に包まれた大会となりました。併せて競技会及び交流会を通して、 

 主催者及び地元ボランティアの方々から「とても暖かいおもてなしの心」をお土産としていただいた二日 

 間でした。                         （コーチ 高橋 猛） 
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コーチもパン食い競争で

アスリートに負けずに 

ハッスルプレー (^O^) 

 広島での陸上競技会は、１日目は、

雨が降って大変でした。メダルがもら

えてよかったです。もっと練習して次

の大会にチャレンジしたいです。 

    (アスリート 曽我部慎也) 

 僕は、仕事のため１日の参加でしたが 100ｍ

と 1500ｍに出場し、頑張りました。どちらもメ

ダルはとれず残念でしたが、いろいろな人とふ

れあえて楽しかったです。これからも、このよ

うな大会があったら頑張ってみようと思いま

す。      (アスリート 玉井智也) 



 

                  兵庫陸上競技会参加兵庫陸上競技会参加兵庫陸上競技会参加兵庫陸上競技会参加!!!!   

 

  １０月３１日・１１月１日二日間とも天候に恵まれ、兵庫県はじめ近隣地区から約１００名のアス 

 リートの参加があり、最後まで自分のベストめざして、頑張っていました。また、普段会えない他県の 

 選手団の方とも再会でき交流を深めるいい機会にもなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    陸上競技・バドミントン競技コーチクリニック開催陸上競技・バドミントン競技コーチクリニック開催陸上競技・バドミントン競技コーチクリニック開催陸上競技・バドミントン競技コーチクリニック開催!!!! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5- 

小宮山幸治トレーナー 
八塚奈保子トレーナー 

 僕は兵庫陸上競技会で４×４００ｍリレーと１５００ｍを走り 

ました。  

 １５００ｍは一番しんどかったです。また来年も大会に向けて、

練習を頑張ります。       （アスリート 塩﨑 将大） 

  八塚奈保子トレーナー、小宮山幸治トレーナーにゼネラルオリエンテーション、アスリート理解、

バドミントン競技・陸上競技を講義していただきました。６０名の参加者がスペシャルオリンピッ

クスの基本理念を学ぶとともに、アスリートの支援の在り方、指導のポイントや練習メニューの実

施方法、競技会でのルールの重要性など、講師の方の体験談も交えてお話ししてくださり、楽しく

学ぶことができました。八塚トレーナー、小宮山トレーナー、またバドミントン実技には田所健介

コーディネーターにもお世話になりました。 

バドミントン競技実技 

１１月２２日（日）西条市ひうち

体育館・陸上競技場にて、陸上・

バドミントンのコーチクリニック

を開催いたしました。 

 



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

徳増 真弓 星加成美子 佐竹  翠    山下沙弥加 横井  直美 頼本  陽一 印南扶美恵

福田佳代子 吉井  章雄 松本　義男 加藤  敏浩     日野  二郎 早瀬　登美香 　 東　奈々

  株式会社イーエルプランニング

土佐　礼子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　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～ 12月31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      大橋　恵子  

　※　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。

  富士ゼロックス四国㈱さとくらぶ

  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　 　　  有限会社西条製作所　   ハトの会（代表　加藤　典子)

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

    

アスリートのみなさんやボランティア

さんの活躍を盛り沢山お伝えできれば

と思い作成致しました。

これからもご支援、

ご協力をお願いい

たします。(G)


