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２０１６年度も どうぞよろしく!!
どうぞよろしく!!
２０１６年２月２１日(日) 愛媛県障がい者センターで NPO 法人スペシャル
オリンピックス日本・愛媛の総会が開催されました。今年は、オープニングセレ
モニーとして、愛媛大学時代の教え子とその仲間にお願いして弦楽三重奏の演奏
からスタート。その素敵な音の響きの中、提案された議案はすべて認めてもらい、
今年度の SO の活動が開始しました。
ところで、いま卒業式シーズンですが、１０年前愛大教育学部附属養護学校(現 特別支援学校)を
併任していた時のことです。卒業生を見送っていたら私の隣りにいたお母さんがそっとつぶやきまし
た。
「できれば落第したい」と。この言葉には２つの意味があります。この学校がよかったということ
と、地域の受け皿(居場所)が少ないということ。その時私は、いつまでもこの子らの応援団の一人にな
ろうと考えました。それが、SO の活動につながっているのかもしれません。
さて、昨年度はＳＯデイでアスリートやファミリーの皆さんと一緒に楽しく過ごしたり、ユニファ
イドスポーツで「伴走の思想」を学んだり、いろいろな経験をさせていただきました。今年度は、南
予にも会員を増やすことや、おもちゃの図書館の充実などにも着手したいと考えています。
( 理事長

皆様、この一年どうぞよろしくお願いします。
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山本

万喜雄 )

ＮＰＯ法人

スペシャルオリンピックス日本・愛媛
２０１６年度総会報告

● ２０１５年度主な活動報告

● ２０１６年度活動計画

1/18（日） 第８回ボウリング競技会
スポーツプログラム

2/21(日) ２０１６年度通常総会、第1回理事会

(毎月)

3/12～3/13 中四国認定コーチ研修会(広島)

2/22（日） 2015年度通常総会 ・ 第１回理事会

3/19(土) ボウリングコーチクリニック(広島)

3/ 1(日) 水泳コーチクリニック

3/26(土) SO日本地区連絡会議(東京)

3/28～3/29 SO日本地区連絡会議(東京)

3/27(日) SO日本事務局長会議(東京)

3/28～3/29 SO日本事務局長会議(東京)

5/22(日) 県障がい者スポーツ大会(陸上)

5/17（日） SO中四国ボウリング大会(広島)

6/5(日) 県障がい者スポーツ大会(ボウリング)

7/11（土） 岡山地区バドミントン競技会

7/2(土) 県障がい者スポーツ大会(水泳)

9/21(日) チャリティーゴルフ大会

9/24(土) ユニファイドスポーツデー

9/27(日) ユニファイドスポーツinみなら

10月 SOデー

10/11(日) SOデーin石鎚ふれあいの里

スポーツプログラム

10/25(日) SO香川水泳大会

理事会

10/31～11/1 兵庫陸上競技会

運営委員会 年８回

(毎月)

年３回

11/14～11/15 中四国ブロック陸上競技会in広島
11/22(日) 第９回ボウリング競技会

● ２０１６年度予算書
収入の部

（単位：円）

科 目
会費収入
寄付金等収入
事業収入
雑収入
収入計

支出の部

予 算
1,500,000
910,000
100,000
1,000
2,511,000

備

考

正会員入会金/正会員会費収入/賛助金収入/法人会費収入
寄付金収入/助成金収入/受取負担金
スポーツP参加費収入/その他の事業参加費収入/ノンスポーツP参加費収入
雑収入

（単位：円）
人件費/スポーツプログラム費／競技会費／ナショナルミーティング費

事業費

1,795,000 コーチ研修費/専門委員会費/行事費/広告事業費/販売物品購入費
減価償却費/地代家賃/光熱水料費
人件費/会議費／印刷製本費／光熱水料費／消耗什器備品費

管理費

716,000
消耗品費/修繕保守費／通信運搬費/旅費交通費/雑費

支出計

2,511,000
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● ２０１５年度スポーツプログラム活動報告

水 泳

松山・東温ブランチ

水 泳

新居浜ブランチ

・３月１日にコーチクリニックが開催され、ファ

・コーチクリニックに参加し、指導向上力につなが

ミリーはじめたくさんの人が参加しました。

りました。

・体験をされた人が入会したり、新しいボランティ

・競技会には、２名のアスリートが参加し、練習の

アコーチが加わったりして、プログラムがにぎやか

成果を発揮し、メダルをもらうことができました。

になりました。

バドミントン
ボウリング

新居浜ブランチ

・フレンドシップ競技会を開催しました。ジュニア

松山・東温ブランチ

・ＳＯＮ・愛媛が開催したボウリング競技会、

バドミントンクラブ、泉川中学校テニス部、身障者

他地区のボウリング競技会に参加し、アスリート

センター、初心者の人など多数の参加者があり、交

達は頑張りました。

流試合を楽しみました。

・体験に３名参加され、２０１６年度には入会を
考えてくれています。

バドミントン

松山・東温ブランチ

・日々の練習において、初歩レベルのアスリートに、
ファミリーが連携を取って熱心に練習が出来て

ボウリング

今治ブランチ
います。

・広島・愛媛の競技会へ参加し、他地区のアスリー
・ユニファイドスポーツに参加してくれた聖カタリ
トと交流しました。
ナ大学・愛媛大学の学生さんがボランティアとして
・競技会への参加もあり、アスリート達はみんな
参加してくれました。
頑張っています。

陸 上

西条ブランチ

・アスリート達は、プログラムの参加を楽しみにし、
各自の目標に向かって練習しています。
・１２月２０日に開催された西条駅伝に、４チーム
作って参加しました。
・一般の方々が出場する愛媛駅伝にも、４名参加し
ました。

● ２０１６年度新役員

（敬称略)
(五十音順)

理 事

石原 実

大上 俊輔

小川 純人

苅田 欣也

澤田 公子

塩﨑 晃英

末松 茂

杉本 太一

高岡 栄美子

橋本 治子

日野 二郎

松井 宏治

村上 澄子

村上 千恵美

山内 幸子

山本 万喜雄
監 事

岩城 一範

近藤

猛

顧 問
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下田 正

立川 百恵

今年度の総会は・・・
２０１６年度のスペシャルオリンピックス日本・愛媛の定期総会におきまして、今年は山本理事
長のご紹介によりオープニングを飾っていただいたのが、愛媛大学教育学部の特音（音楽専門学科）
をご卒業されたＯＧの皆さんによる三重奏でした。
バイオリン、ビオラ、チェロの奏でる音色は、ＳＯアスリートやファミリーの心に響き、とても
印象的でした。
「星に願いを」をはじめ、みんなが知っている曲を演奏いただき、また「むすんでひ
らいて」では、総会の参加者全員で、手をたたいたり、手を開いたりして、会場全体がとても心お
だやかな雰囲気につつまれました。そして和やかに総会の議事へと移ることができました。
今回の総会では、前理事長の立川百恵さんと土佐礼子さんに感謝状を贈呈させていただきました。
立川前理事長におかれましては、長年にわたるＳＯの運営にご尽力をいただき、先般、愛媛新聞賞
も受賞されております。また、土佐礼子さんについても、日頃からＳＯのアスリートへの深い関わ
りやご指導をいただいております。引き続き、ＳＯ愛媛の活動の発展に向けて、お二人には今後も
見守っていただきたいと存じます。
総会の議事については、２０１５年度の活動報告や２０１６年度の活動計画、ならびに昨年度の
決算や新年度の予算計画など、スムーズに承認いただきました。２０１６年度も愛媛県下のＳＯ活
動の普及に向けて、全員で力を合わせて頑張っていきましょう。

松山市市民活動推進事業表彰

平成２８年２月２０日に松山市長より、
松山市市民活動推進事業表彰されました。
ＮＰＯ法人スペシャルオリンピックス
日本・愛媛の日々の活動が、保健福祉分
野における市民公益活動に献身的に取り
組まれ市民活動の推進に多大の貢献を
されたことの表彰です。
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( 理事 松井 宏治 )

お礼
２０１６年度総会では、思いもかけず感謝状並びに記念品・花束まで頂戴しありがとうございました。
また、
「愛媛新聞賞」受賞を皆様にお祝いしていただき、恐縮いたしております。短い期間でしたが、皆様
とご一緒させていただき、多くのことを学ばせていただきましたことは大きな喜びでした。
スペシャルオリンピックスに関して予備知識がないままお引き受けしてしまい、皆様にはご迷惑をおかけ
しました。なんとか勉強しなくてはと、東京の本部へ伺ったり、資料を探したり、細川佳代子元会長にお教
えいただいたりしました。模索しながら、まず、組織運営をきちんとする、そのために事務局も含めて体制
を整える必要がありました。財政面での強化も必要で、賛助会員やコーチなど応援隊を増やす必要もありま
した。また、愛媛の地区組織として認可を受けているため全県に活動を広げることが求められます。そして、
年少のアスリートが少ないことも大きな課題です。すべて緒に就いたばかりです。
定例の理事会や運営委員会でこれらの課題を共通認識にしながら、ニュースレターで広く皆さんにお知ら
せする。地域の中でスペシャルオリンピックスの活動が広く知られ、誰もが参加できるようにする。これら
の宿題を、山本理事長をはじめ皆さんに受け止めていただき、活発な活動が始まりましたことに感謝し、お
( 前理事長

礼といたします。

立川 百恵 )

前理事長 立川さんが愛媛新聞賞受賞

平成２８年 1 月５日に愛媛新聞社より、
愛媛新聞賞を受賞されました。
スペシャルオリンピックス日本・愛媛を初め
長年にわたる活動が認められた受賞です。
おめでとうございます。

アスリートトピックス
【愛媛駅伝競走】
ＳＯＮ・愛媛陸上のアスリートの中には、地域の陸上クラ
ブに所属しているアスリートも何人かいます。
１２月１３日に一本松～宇和島間で行われた愛媛駅伝では、
四国中央市陸協・西条クラブ・今治クラブ・今治競走クラブ
から４人が参加しました。

【西条市駅伝】
１２月２０日、西条市駅伝に４チームが参加し、笑顔でタスキを
つなぎました。毎年行われるこの駅伝にはＳＯＮ・愛媛として平成
２０年から７回目の出場となります。新居浜特別支援学校の先生方
もボランティアで参加して下さり、サポートしていただきました。

-5-

SON・愛媛では、アスリート、ボランティアさんを大募集しています。
SON・愛媛では、アスリート、ボランティアさんを大募集しています。
スペシャルオリンピックス(
スペシャルオリンピックス(ＳＯ)
ＳＯ)とは、知的障がいのある人達に
スポーツ活動を提供し、社会参加を応援する国際的なスポーツ組織です。

活動の始まり
1962 年に、故ケネディ大統領の妹ユニスシュライバーが自宅の庭を開放して始めたサマーデイキャンプが、
スペシャルオリンピックスの始まりです。知的障がいがある人達にもスポーツを楽しむ機会を提供したい、
という彼女の願いを込めたこの運動は、1968 年にはジョセフ・Ｐ・ケネディ財団の支援を受けて組織化
され、全米から全世界へと急速に広がっていきました。
また、スペシャルオリンピックスは、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）から、オリンピックの名称使
用を正式に認められている活動です。

スペシャルオリンピックスの使命
知的障がいのある人たちに年間を通じて、オリンピック競技種目に準じた様々なスポーツトレーニングと
競技の場を提供し、参加したアスリートが健康を増進し、勇気をふるい、喜びを感じ、家族や他のアスリー
ト、そして地域の人々と才能や技能や友情を分かち合う機会を継続的に提供することである。

「できること」がいっぱいつまったスペシャルオリンピックス!!
「できること」がいっぱいつまったスペシャルオリンピックス!!

アスリート・・・として

コーチ・・・として

ボランティア・・・として

ＳＯのスポーツ活動に参加す

スポーツトレーニングのプロ

ＳＯは、ファミリーとボラン

る知的障がいのある人を「ア

グラムでは、多くのコーチが

ティアがともに活動すること

スリート」と呼んでいます。

活躍しています。専門的な技

で成り立っています。コーチ、

知的障がいのある 6 歳以上の

能や競技経験がなくても、大

事務局運営、寄付、応援等で

人なら誰でもアスリートとし

丈夫です。コーチ育成のため

できることをできる時間でご

て参加する資格があります。

の研修会も開催しています。

参加ください。

昨年、ユニファイドスポーツを開催しまし

【アスリートの作品紹介】
た。
その後、ボランティアで来てくださっていた

アスリート村上瑛一さん
学生さん達が、バドミントンプログラムにも

からの年賀状です。
参加してくださったりして、一つスペシャルオ

皆さまにご紹介します。
リンピックスの輪が広がっ
たことを嬉しく思います。
これからもご協力、ご支
援、何卒よろしくお願いい
たします

※

(G)

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。
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