
 

                          

 

                                                                          

    

           ２０１６年１１月２７日(日)、スペシャルオリンピックスの活動をより多くの人に知っ 

          てもらうために、ＳＯデイが西条において開かれました。 

           会場の西条市総合福祉センターは、学習環境が快適で、おかげ様で参加した６０名程は 

          学びのひとときを満足して過ごすことができたようです。 

           西条ブランチの村上千恵美さん達にはいろいろお世話になりました。 

           さてこの日の学習は、『エイブル２』を観てともにＳＯについて考えるという企画でした。 

      周知のように『エイブル』は、知的障がいを持つ日本人の少年二人がアメリカのアリゾナにある家庭にホ 

    ストファミリーとして受け入れられ、数ヶ月間暮らしていくドキュメント作品。また、このたびの『エイブ 

    ル２』は、２００３年アイルランドで開催されたスペシャルオリンピックスの夏季大会を背景に、残念なが 

    らＳＯの大会には出場できなかった少女エイミーと１２人の大家族の日常を描いた感動的な作品です。 

   このドキュメンタリー作品の上映後、私はこの作品の３つの見どころ、すなわち①ダウン症のエイミーが 

    家族に愛され育ってきたこと、②障がいを持つ者が働くということ、③世界中のＳＯアスリートたちがみん 

  なでスポーツを楽しむすばらしさ、について語りました。世界大会のホストタウンの町ニューブリッジ市民 

    の歓迎ぶり、開会式に参加していた著名人の一人、南アフリカのマンデラ大統領の姿に胸が熱くなったので 

    す。 

   続いて、愛媛大学教育学部附属養護学校(現 特別支援学校)のピュアな子どもたちとの出会いを語り、結 

    びにＳＯＮ・愛媛の活動状況と若干の課題について触れました。ＳＯデイのような活動によってスペシャル 

  オリンピックスのことを知ってもらう意義、アスリートたちのスポーツ権を保障するための必要性、その活 

    動を支えているファミリーのご苦労、組織の新陳代謝という課題などに 

  ついてです。 

   ところでＳＯデイといえば、昨年は新居浜ブランチの村上澄子さん 

  たちのお世話で、私たちは石鎚ふれあいの里において、スマイルボウ 

  リングと竹バームクーヘン作りをして楽しみました。 

   ２０１７年の企画は？知恵を出し合いましょう。いつもながらＳＯを 

  ご支援いただいている皆さま、そして理事・運営委員の方々、事務局を 

  支えてもらっている山口さん、賀原さんに感謝いたします。 

                     【 理事長 山本万喜雄 】 
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今年の年賀状 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

２０１６年ＳＯデイ２０１６年ＳＯデイ２０１６年ＳＯデイ２０１６年ＳＯデイ inininin 西条を開催して西条を開催して西条を開催して西条を開催して!!!!!!!! 

アスリート村上瑛一さん 作品 



    

ＳＯＮ・愛媛のＳＯデイＳＯＮ・愛媛のＳＯデイＳＯＮ・愛媛のＳＯデイＳＯＮ・愛媛のＳＯデイ!!!!!!!! 

  １１月２７日(日)西条市総合福祉センターにおいて、「エイブル２ホストタウン」の映画観賞と山本 

 理事長の講演を、ＳＯデイとして開催しました。 

  ＳＯＮ・愛媛の会員を中心に７０名ほどの参加でしたが、スペシャルオリンピックスに対する理解を 

 より深める機会になったのではないかと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  ＳＯデイに参加しました。映画を観て、世界大会の迫力に感動しました。 

  一人ひとりが生き生きと輝いていて、サポートして下さる人達を含め、皆さんのとてもすてきな表情が印象 

 的でした。世界とつながっているなと思い、それと同時に今一緒に練習しているアスリートたちの顔が浮かん 

 できました。 

  理事長のお話しもわかりやすく、また楽しく聞かせていただき、会場までの道中も含めて、有意義な１日と 

 なりました。                                    【 清川 】 

    

ＳＯＮ・広島ボウリング競技会参加ＳＯＮ・広島ボウリング競技会参加ＳＯＮ・広島ボウリング競技会参加ＳＯＮ・広島ボウリング競技会参加!!!!!!!!    

    １０月３０日(日)スペシャルオリンピックス日本・広島ボウリング競技会に参加しました。 

   当日はしまなみ海道でのサイクリングイベントの関係で、今治と 

 松山ブランチは別々の移動となりましたが、広島ボウル国際にて 

  中四国各地区からのアスリートが集結しての競技会でした。 

    コーチとして初めての地区競技会の参加になりましたが、ファミ 

  リーとしての参加とコーチとしての参加は自分でも違う目線で参加 

  アスリートを見る事のできた貴重な経験となりました。 

    今回の大会は愛媛のアスリートも多数参加し、各地区の方々とも交流出来ることが、参加したからこそ 

  出来る貴重な事だと思えた競技会でした。                    【 今治ブランチ 】 

    

    

    

    

    

    

 友達２人を誘い、夫と４人で参加しました。友達の１人にはＳＯに 

寄り添わせて頂く様になってから、常に普段の練習・行事等聞いて貰っ 

ていました。ＳＯデイのお誘いをしてみるとこころよく参加してくれま 

した。 

 「再々情報を入れてくれていたのですが、いまいち理解できていなかっ

たけど、今回の聴講で良く解りました。心打たれました。 

 〝頑張っている人は皆金メダル、良いですね～〟一人の人間として自立

する為には、権利を主張し、責任を果たし、円滑な社会生活が送れる様に

頑張る事が大切。その為には周囲の人達が理解を深め、寄り添い、援助す

る必要が有ると思いました」と話しながらの帰路でした。 

 今回の受講でも、一人でも多くの人にＳＯを理解し寄り添ってもらえる

ように自己啓発に励みたいと思いました。山本先生のお話を身近でお聞き

することが出来、満足の一日でした。    【 コーチ 明星操 】 
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ＳＯＮ・兵庫陸上競技会に参加ＳＯＮ・兵庫陸上競技会に参加ＳＯＮ・兵庫陸上競技会に参加ＳＯＮ・兵庫陸上競技会に参加!!!!!!!!    

    

    平成２８年１１月５日(土)～６日(日)、兵庫県明石陸上競技場にて開催されました。 

    今回、ＳＯＮ・愛媛陸上プログラムから、総勢１９名（アスリート８名・コーチ５名・ファミリー 

  ６名）が参加させていただきました。 

   初日は快晴、２日目は強風と天候不順でしたが、アスリート達の活躍とファミリー・ボランティアの 

  方々の熱い声援で、全員がメダルを獲得することが出来ました。 

   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き、 

  アスリート・コーチ共に充実した二日間でした。            【 コーチ 真鍋修 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  １１月に入ったばかりなのに、とても寒く真冬の様でした。今までで一番参加数多く、応援も盛り上 

 がりました。アスリートも普段の練習を真面目に取り組んでいる成果がでました。 

   ホテルも明石大橋が見えるオーシャンビューで、すばらしかったです。コーチの方々、大変お世話に 

  なりありがとうございました。                 【 ファミリー 曽我部冬子 】 

   ＳＯに入会し、１０年目にして対外競技会に参加する事が出来ました。明石公園陸上競技場へ初めて 

  行かせてもらいました。初日のリレー４×４００ｍ、２日目の２００ｍ走どちらも３位入賞して銅メダ 

  ルをもらって大喜びです。明石大橋の見えるホテルに宿泊し、メンバー達と一緒に夕食をとりながら、 

  楽しく過ごせました。二重の喜びです。 

    最年長なのでいつまで参加できるか分りませんが、若い人たちと一緒に練習していきたいと思います。 

                               【 アスリート 一色陽輔 】 

〈〈〈〈    結結結結    果果果果    〉〉〉〉    

１５００ｍ 塩﨑将大 (６位)・鈴木智生 (１位) 

５０００ｍ 髙橋健太 (５位)・玉井智也 (２位) 

２００ｍ   曽我部慎也(４位)・一色陽輔(３位) 

           村上瑛一  (１位) 

４００ｍ  真鍋純平  (３位) 

立幅跳   村上瑛一  (２位) 

４×４００ｍリレー  

           曽我部・玉井・髙橋・真鍋（１位） 

           塩﨑・村上・鈴木・一色   (３位) 
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２０１６２０１６２０１６２０１６    ＳＯＮ・岡山大会バドミントン競技ＳＯＮ・岡山大会バドミントン競技ＳＯＮ・岡山大会バドミントン競技ＳＯＮ・岡山大会バドミントン競技参加参加参加参加!!!!    

                                                                              開 催 日 2016 年 11 月 5日（土） 

                                 開催場所 岡山市総合文化体育館 

 

                           ＳＯＮ・愛媛バドミントンＰＧの選手団１０名と 

                          応援団９名は、【２０１６ ＳＯＮ岡山大会バドミン 

                          トン競技】に参加してきました。 

                           バドミントン競技の特徴を生かして、年齢枠と男女 

                          枠を取り払い、全部で６ディビジョンに分けての競技 

                          が行われました。そのため、予選・決勝合わせて一人 

                          あたり３試合×２回の６試合の競技ができ、各ディビ 

  ジョンでは息をのむ接戦が繰り広げられました。 

   今回の競技で最も嬉しかったのは、これまでメダルまであと一歩というアスリートが何名も上位入賞を果 

  たしたことでした。彼ら彼女らは、日常のＰＧの出席率も高く、一生懸命練習してきただけに、コーチも 

  ファミリーも大感激でした！ 

   試合結果は、金メダル４名、銅メダル１名、４位３名と“バドミントン王国・愛媛”？の存在を大きくア 

  ピール出来た事と思います。 

   表彰式前に行なわれた、アスリート・ボランティア・コーチを合わせたダブルスの試合（ユニファイド競 

  技）では、先ほどの試合ではライバルであったアスリート同士がペアを組み、新しい友情が芽生えました。 

  「また来年も会おうね。」「次までにはもっと上手になって対戦するからね！」といった言葉がやり取りされ 

  ていました。(^o^)/                 【 バドミントン・ヘッドコーチ 長山成生 】 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

仲神加奈子 作 
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        第１０回第１０回第１０回第１０回 NPONPONPONPO 法人スペシャルオリンピックス日法人スペシャルオリンピックス日法人スペシャルオリンピックス日法人スペシャルオリンピックス日本・愛媛本・愛媛本・愛媛本・愛媛    

                                                    松山湯築ライオンズクラブ松山湯築ライオンズクラブ松山湯築ライオンズクラブ松山湯築ライオンズクラブ    ボウリング競技会開催ボウリング競技会開催ボウリング競技会開催ボウリング競技会開催!!!!!!!!    

    

    ２０１６年１２月１１日(日) 第１０回ＮＰＯ法人スペシャルオリンピックス日本・愛媛、松山湯築 

  ライオンズクラブ ボウリング競技会が松山中央ボウルを会場に開催されました。今回の参加地区は、 

 鳥取をはじめ山口、岡山、徳島、そして愛媛の５地区。選手団は３８名(アスリート２７名、コーチ１１名) 

  オープン参加者は２１名でした。 

  競技会では、アスリートたちは日頃鍛えた練習の成果を存分に発揮し、仲間たちと競いあい、友情を 

 深めました。表彰式では、共催者である松山湯築ライオンズクラブさんから各ディビジョニングでメダル・ 

 リボンが授与され、オープン参加の全員にもメダルが渡されました。 

  本競技会の成功の為に尽力をいただいた方々、松山湯築ライオンズクラブの皆様をはじめ、コーチ、 

 ファミリー、ボランティア、実行委員のスタッフに感謝の意を表したいと思います。苅田実行委員長の 

 お世話で登場した『みきゃん』のおかげで会場はなごみ、再開の日を楽しみに別れました。 

                                  【 理事長 山本万喜雄 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  スペシャルオリンピックス日本・愛媛開催まことにおめでとうございます。 

  毎年参加させていただいていますが、感動・感激です。皆さんが真剣に参加し 

 ている姿は本物のアスリートです。来年も楽しみにしています。 

             【 松山湯築ライオンズ 13 期会長 徳井ひとみ 】 

  山口・岡山・鳥取・徳島からも参加していただき、交流を深めながら日頃の練習の成果を発揮しよう 

 とともに頑張りました。 

  今回の競技会では、思うような得点がとれず残念がっている姿、ガッツポーズをする姿が見受けられ、 

 みんな次回に向けてチャレンジする意欲がわいてきたようです。 

  松山湯築ライオンズクラブの皆さま、ボランティアの皆さま、ありがとうございました。 

                                   【 実行委員 佐々木 】 

  みんなで楽しく参加できてよかったです。 

 来年の障がい者スポーツ大会を目指して 

 また、練習して上手になりたいと思います。 

         【 アスリート ゆか P 】 

  今日はスペアとストライクが出たけど、 

 調子があまりよくなかったので練習をたく 

 さんしておきたいです。 【 アスリート 佐々木貴裕 】 

 

 

 だいすきなみきゃんにあえて、うれし 

かった。 

 司会がんばりました。たのしかった。 

 【 高岡まり(みきゃんだいすき) 】 
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西条市駅伝に参加西条市駅伝に参加西条市駅伝に参加西条市駅伝に参加!!!!!!!!!!!!    

    

  12 月 18 日(日)、西条市駅伝に４チームが参加しました。ＳＯＮ・愛媛として８回目の出場で初めて一般 

 男子Ⅰ部で第２位になりました。日頃の練習の成果であり、皆でタスキをつないできた思いでもあり、皆で 

 喜びを分かち合いました。 

  箱根駅伝や全日本大学駅伝などをテレビで見ていると、タスキをみんなでつなげるのがかっこいいと思っ 

 ていました。僕は一人で走るのも好きですが、仲間と走る駅伝が好きです。 

  今年の西条市駅伝では、みんなががんばってくれて２位になって、とてもうれしかったです。次はもっと 

 がんばりたいです。                          【 アスリート 田坂亘祐 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタート!! 
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 今回初めて、ＳＯボウリング競技会にオープン参加させて 

頂きました。 

 他県の方も参加する大きな競技会で、びっくりしました。 

 アスリートの方々は、ものすごいスピードでボールを投げ、

良い音でピンをたおしていてかっこよかったです。 

 娘はノーガーターのボウリングは経験があるものの、本格 

的なのは初めてで、ボールが溝に転がり落ちるのでショックを

受けていましたが、投げるにつれていろいろと工夫をしてピン

 に当たるようになりました。ストライクもいくつか・・・。 

 本人もとても喜んでいました。 

 良い一日になりました。  【 ファミリー 田口千春 】 

 １年ぶりお会いしたアスリートが上手に 

なっていて、息子ももっと頑張らねば!!と 

思いました。  【 ファミリー 河北万理 】

 楽しかったです。またがんばります。 

        【 アスリート 河北康佑 】



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

・・・トピックス・・・・・・トピックス・・・・・・トピックス・・・・・・トピックス・・・    

                                サンキューパーティーサンキューパーティーサンキューパーティーサンキューパーティー!!!!!!!!    

        １２月１８日(日)、松山・東温ブランチバドミントンプログラムの 

 サンキューパーティーに参加させていただきました。 

  １２月は忘年会も兼ねてちょっと豪華にホテルランチでした。 

  アスリートやファミリー、コーチもみんな和やかにおしゃべりしなが 

 ら楽しく、お腹いっぱいランチをいただきました。 

  また、来年もみんなで頑張りましょう!!!   【 事務局 賀原 】 

 

 

 

ゴールまで、ラストスパートだ!! 

タスキをつないで頑張るぞ!! 

 この日は雲一つない晴天でした。早朝の放射冷却とうって 

変わって、子供達はとても元気に参加してくれました。 

 年に一回のタスキリレー！！とぎれることなく次の人に 

上手にタスキを。みんなで声援「ガンバレ、ガンバレ!!」と…。

親も子もコーチもボランティアも一つになった熱い一日で 

した。 

 そして、ＳＯの選抜チームが２位になったのでした！ 

             【 ファミリー 鈴木文子 】 

  新居浜特別支援学校教師５名で、スペシャルオリンピックス

 日本・愛媛 西条ブランチの方々と平成２８年度西条市駅伝 

 大会に参加しました。 

  普段から知的障害のある児童生徒とかかわり、一人一人の 

 個性とともに学習や運動に取り組んでいますが、西条ブランチ

 の方々も個性あふれる方が多く、駅伝大会を通して様々な経 

 験をすることができました。 

  一生懸命走っている選手を見て自分の好きなことがある 

 こと、それができる環境があることの重要性も感じることが 

 できました。社会に出ていく生徒とかかわる立場として、よ 

 りよい卒業後の生活につなげていけるよう学校現場でも今回 

 の経験を生かしていきたいと思います。  

             【 ボランティア 伊藤直也 】 
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        ２０１６年賛助会員（個人）の皆さま２０１６年賛助会員（個人）の皆さま２０１６年賛助会員（個人）の皆さま２０１６年賛助会員（個人）の皆さま                        ２０１６年 １月１日～１２月３１日 

    

  相原健二  青野毅  赤尾さとみ   赤松重臣  秋山一郎  明比美佐子  浅井重喜  淺野佳子      飯尾久美子 

  池田和弘  池田佐智子   石川章代   石丸妙子  和泉智恵子    礒真理子   一色環    一色豊    伊藤雄二        

  印南扶美恵   井上嘉代   井上博  大西薫   大西環     大野文    大原しのぶ   岡部靖雄     緒方美津子 

  荻山桃代  越智和代   落合操    梶原隆司   数野美佐     片上嘉予    加藤哲二     加藤真弓     金森昭  

  亀田均    苅田欣也   川上ヒロ子   河上幸彦     河北万里   菅野進   木原明美    公原泰夫   清川美和 

    久米敏子   久米智子     久米祐子    栗田弥和   黒瀬修   鴻上千春    河野由紀    児島秀雄     合田久子 

  合田幸広   佐々木章公  佐々木民子   佐々木有希子   佐竹翠   定岡麻衣  定岡芳子   塩﨑晃英    塩﨑英雄  

    篠原博  四之宮政美     柴田徳子  末松茂  杉森朝日新聞舗  鈴木文子  角倉正雄    仙波康司     仙波良三 

    曽我部冬子   髙岡孝一    髙岡淑子  髙岡伸行   高木悦野  高木弘子   髙木リエ   髙橋明     高橋健太郎  

    髙橋猛     髙橋信晃  田口千春   武田恵  竹本晃  竹本尚子   武田圭子  武田正直    田坂栄二   立川涼  

    田所美恵  田中小百合    田中博   田中真澄   谷本加代    玉井茂明    田村千代子   出水和紀     出水禮子  

    土居千寿夫    土居則行   時岡美恵  徳増真弓    年森恭子    仲神繁秋   中川真奈美    中須美奈子     永井富子 

    永易信正  長野一朗   長山成生   長山兆男   難波江千春    新居田香代    新居田利廣   野島小百合   野田チヨ 

    萩原寛    萩原貴美子   橋本治子    鳩﨑美穂子    花本俊男     馬場耕三   浜原道由    林浩子    東奈々 

    日野和幸    福田佳代子    福島久子    福桝正     星加智也   星加成美子   星加英子   星加理恵子   本庄菊子 

    松浦侯子   松下里美   松田真由美    松田良雄    松田佳彦   松長和志    松本義男     真鍋秀美    真鍋優斗 

    三馬澄子   三馬嵩一  水﨑圭二   三谷治子   宮内芳美      宮岡賢子    宮﨑雅延   宮脇仁美      美濃孝枝 

    明星和夫   明星操     村上幸子    村上潤二     村上卓也    村上千恵美   村上直子  森内雅子   森川節夫 

    森平純子    森本里美    矢野信子     山内清     山内誠二   山内真二     山下清子    山田広子   山平真美 

    山本寿    横井直美   吉井章雄   横内小瑜美   龍門壮太    渡邊一彦   渡部和美      渡邊敬祐      渡辺文喜 

    渡部正之    渡部通生       渡部美穂     和田麻喜 

 

        ２０１６年賛助会員（企業・団体）の皆さま２０１６年賛助会員（企業・団体）の皆さま２０１６年賛助会員（企業・団体）の皆さま２０１６年賛助会員（企業・団体）の皆さま                    ２０１６年 １月１日～１２月３１日 
   
     株式会社石原自動車教習所         伊藤自動車株式会社        今治ボウリング協会            株式会社伊予銀行    
    株式会社イーエルプランニング          株式会社イクシオ           株式会社えひめ保健企画               風早集会所     
     株式会社小倉葬祭社         株式会社長曽鉄工所             株式会社レデイ薬局            国際ソロプチミスト松山 
    四国コカ・コーラボトリング株式会社      有限会社西条製作所                  社団法人生命保険ファイナンシャル 

 ジャムサウンズ    伯方塩業株式会社      ハトの会       社会福祉法人 日野学園     ふきのとう   
  不二印刷株式会社  富士ゼロックス四国株式会社あいさとくらぶ     ぼちぼち      まちなか広場ほんからどんどん 
   株式会社松山ステージサービス     三浦工業株式会社       有限会社合田機工商会      有限会社ニュースポーツ     

     
      

 

  

 

 

 

 

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

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

  皆さま ありがとうございます。 

  心より感謝申しあげます。 

 今年度もいろんな活動を 

していきたいと思いますので 

応援をよろしくお願い 

致します。 【 G 】 


