
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツはみんなの権利スポーツはみんなの権利スポーツはみんなの権利スポーツはみんなの権利!!!!!!!!    

                    ２０１７年１０月２８日～３０日に開かれる全国障害者スポーツ大会。 

           愛媛で開催されるこの大会は、個人６、団体７の計１３競技で熱戦が繰り 

           広げられることになっています。 

            国内最大の障害者スポーツの祭典に向けて愛媛新聞は、その１面で連載 

           記事を掲載しました。５月２２日～６月５日までの１２回にわたって記事が 

           書かれたので、読まれた方も多いことでしょう。 

            そこでは、陸上、水泳、アーチェリー、サウンドテーブルテニス、 

   フライングディスク、ボウリング、車いすバスケットボール、ソフトボール、グランドソフト 

  ボール、フットベースボール、バレーボール、そしてサッカーの１２競技で活躍が期待される 

  選手とコーチなどのインタビューが載っています。 

   『すべての人が輝く みんなのスポーツを』芝田徳造、正木健雄、久保健、加藤徹 編 

  (クリエイツかもがわ刊)によれば、次のような「提言」がなされています。(２．５は省略) 

 

 

 

 

 

   こうした願いがみんなの力で実現された時、「すべての人が輝く みんなのスポーツを」に 

  つながることでしょう。スペシャルオリンピックスのＳＯデーやユニファイドスポーツの活動に 

  参加するようになって、今まで以上にこの「提言」の意味がよくわかるようになりました。 

   ＳＯの仲間たちとともに、人生の愉しみを共有したいと思います。 

                              【 理事長 山本 万喜雄 】 

                            

   

 

 

 

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 

    2017年 7月 12日発行 

  オレンジスピリットＮo.18 

１. 障がいのあるなしにかかわらず、すべての国民がスポーツを楽しめるようにしましょう。 

３. すべての障がい者のスポーツ保障のための施設設備の充実、バリアフリーの実現、指導者・ 

  ボランティアの育成・支援、啓発活動を推進しましょう。 

４. 障がいのある人ない人が、ともに楽しめるスポーツを追求し、創造し、発展させましょう。 
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『勇気の翼アート展『勇気の翼アート展『勇気の翼アート展『勇気の翼アート展 Vol.2 Vol.2 Vol.2 Vol.2』に入選しました』に入選しました』に入選しました』に入選しました!!!!!!!!    

  ３月２５日２６日に幕張メッセで開催された 

 「ＳＡＴＯＹＡＭＡ  ＆  ＳＡＴＯＵＭＩへいこう!!・２０１７｣の 

 ブース出展『勇気の翼アート展 Vol.2』に、息子の康佑が描いた 

 《桜》と《世界に一つだけの花》が、ありがたいことに入選しま 

 した。 

  「こんな機会、滅多にあることではないから、千葉まで行って 

 みよう!!」と、康佑と２人で幕張メッセへ行って来ました。 

  幕張は、駅を降りたところから、近未来を思わせる建物が立ち 

 並び、会場はとても広く、お上りさんのようにあちこち見入ってしまいました。 

  このイベントは、全国各地の美味しい食べ物や商品を紹介する一大イベントで、その一つの 

 ブースに「勇気の翼アート展」も出展していました。 

  会場は、ハロプロ(モーニング娘などが所属)のタレントさんや、シャラン Qのまことさんなど、 

 多くのタレントさんを目当てに、ものすごい人でした。ステージ上で歌やクイズなどの催しの合間に、 

 各ブースに若くて綺麗なアイドル達が回って来てくれるのですが、「勇気の翼アート展」のブースに 

 も来て下さいました。 

  息子にも優しく話し掛けて下さったり、写真を一緒に撮って下さったりと、夢のような楽しい 

 時間を過ごすことができました。 

  このような素晴らしいイベントに声をかけて下さり本当に有難く感謝致します。 

  また機会があれば参加したいと思います。本当にありがとうございました。 

                    【 ファミリー 河北万里・アスリート 河北康佑 】 
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 作品《世界に一つだけの花》 

作品《桜》と まことさん 

その他の作品紹介《ピンクのバラ》 



                            南予ブランチ立ち上げについて・・・南予ブランチ立ち上げについて・・・南予ブランチ立ち上げについて・・・南予ブランチ立ち上げについて・・・    

 去る 3月 31 日（金）に南予方面から、ハーモニーキララの柴田徳子さん、心理療法士にして 

メンタルヘルス運動指導士の幸田裕司さんが、わざわざ松山までお越しくださり、ＳＯＮ・愛媛の 

山本理事長はじめ、大上ＳＰ委員長と杉本の計 5名でお逢いする機会を頂きました。 

 今後の南予方面でのＳＯ活動の具体的な計画について、終始和やかで前向きな意見交換が展開 

され、とても有意義な時間を共有することができました。 

 ご承知のとおり今年は愛媛国体の開催が目前まで迫っており、幸田さんも障がい者スポーツの 

コーディネーターを任命されたりと、非常にお忙しいこともあり、実際の立ち上げ啓蒙活動の実施 

時期は国体終了後からになりそうですが、幸田さんがサッカーをはじめあらゆるスポーツのインス 

トラクターという事もあり、今までＳＯＮ・愛媛にはなかった「サッカー」のプログラムを手始め

に活動を展開する方向で検討していただくことになりました。 

 まずは、南予方面地区でのデモンストレーションイベントや、ユニファイド等の交流イベントを 

皮切りに、皆さまへのご支援をお願いすることになりますが、今後とも様々な形での参加協力を 

よろしくお願いいたします。                 【 理事 杉本太一 】 

 

        全国会議に参加して全国会議に参加して全国会議に参加して全国会議に参加して!!!!!!!!        

 4 月 8日（土）・9 日（日）の両日、東京八重洲口にあるパソナ東京キャリア本社ビルにて、 

全国代表者並びに事務局長・スポーツプログラム委員長による「地区連絡協議会・事務局長 

全国会議」並びに「ＳＰ委員会全国会議・ブロック別会議」が開催され、愛媛県からは大上 

事務局長兼ＳＰ委員長と私杉本が参加しました。 

 まずは今年一年間の認定証が有森理事長より全国の代表者へ公布され、愛媛県は山本理事長の 

代理の大上事務局長が恭しく受け取ってまいりました。 

 次に特別講演として、品川女子学院漆理事長により「心のスイッチが入ればチームが変わる」 

と題して、学校の経営危機を全教職員並びに全校生徒の意識改革により劇的に回復させたエピ 

ソードを取り混ぜながら、人を育て組織文化を構築するエッセンスを熱く語っていただきました。 

 続いて全国での先進的事例報告や情報共有などが行われ、延べ 12 時間を超える会議と交流会で 

したが、あっという間の 2 日間でした。 

 愛媛県としても各地の成功事例を見習い、例えば今後の自販機設置に注力するとか、現在進行 

中の南予支部立ち上げを成功させ、新たなサポートメンバーを募るなど、全県的な取り組みを 

推進したいと心新たにしたところです。 

 今後も大上事務局長を中心に、全国各地との 

ネットワークを強化し、ユニファイドやＥＫＳ 

デイの普及等、ＳＯの活動と啓蒙を図りたいと 

思います。そしてスポーツを通じてあらゆる人 

たちが笑顔で豊かで幸せな暮らしが送れる世界を 

実現させたいと心から願います。【 理事 杉本太一 】 

 

 

▲SON 理事長 有森理事長 SON･愛媛 大上事務局長 

            兼スポーツプログラム委員長 

‐３‐ 



                                                                                                                            お花見ランお花見ランお花見ランお花見ラン!!!!!!!!    

  ４月９日（日）に新居浜市の池田池公園（1周２.８キロ）でお花見ランを開催いたしました。 

 当日の早朝まで雨が降り開催が心配されましたが、スタートする頃には雨も上がりアスリート 

 ２２名、ボランティア・コーチ・ファミリー合わせて６０名の方々に参加をいただき、無事終える 

 ことができました。長距離練習の一環として初めての開催でしたが、予想以上の反響でアスリート 

 たちの挑戦する姿に熱い声援をおくってました。         

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

‐４‐    

 ・私は４月９日に池田池マラソンに参加し、１周歩きました。 

  雨が降って心配したけれど、良い天気になって桜がとても 

 きれいでよかったです。西条陸上のみんなは、池のまわりを 

 何周も走って凄いなと思いました。  

                           【  アスリート 佐々木玲奈 】 

・桜がきれいななかで、気持ちよく走れました。 

 今回は、３周だったけど、次は４周に増やして走りたいと 

思います。ありがとうございました。 

             【 アスリート 梶原基史 】 
・ランナーの安全確認ということで、反対まわりに一周歩かせて 

もらいました。満開の桜の中、走っているみんなの生き生きと 

した表情を間近に見られて楽しいひとときを過ごすことができ 

ました。 

 運営にかかわって下さった皆様本当にありがとうございました。

                   【 ファミリー 】                         
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‐５‐  

 ・前日までの雨で中止になるかと心配されましたが、当日は雨も上がり桜のきれいな中、池田池を 

 周回するマラソン大会が開催されました。 

  今回はアスリート各自が走る周回を決めて、自分のペースで走る設定で、ハーフに相当する周数の 

 アスリートもいれば、１周をファミリーと走るアスリートもいましたが、どのアスリートもひたむきに

 走り、ファミリーの声援に応えていました。 

  我が子の太雅も、４周 10 キロ相当を歩きながらも完走できました。「子供の限界を決めず、チャレン

 ジすることが大切！！」と言ってもらい思い切って 10 キロに挑戦させて良かったと思いました。 

  また、来年も多くのアスリート達と走ることが出来たらと思います。 

  当日、お手伝いして頂いたコーチやファミリーに、心より感謝します。 

                           【 ファミリー 中川真奈美 】 

・今回の『お花見ラン! 』は、スペシャルオリンピックス

日本・愛媛、陸上のコーチをしていただいている明星 

和夫、操夫妻が以前ボランティアで『池田池マラソン大会』

が開催されていたコースで行なわれました。 

 池田池マラソン大会は、明星コーチ夫妻がボランティア

で、２００５年～２０１４年まで毎年春と秋に開催され、

最後の２０回目の大会には全国から４００人を超える 

ランナーが参加したそうです。 

 その大会を主催されていた明星コーチ夫妻のもと、 

ファミリー、ボランティアの皆様のご協力により、桜満開

のコースを、アスリートは自分の走る目標を決め、自分の

ペースで走っていました。 

 私は、自転車をお借りしてコースを走りましたが・・・

アスリートに抜かされながらも、心地よい風を感じつつ 

走る事ができました。(^ ^;) 

 実行委員の皆様、コーチ、ボランティアの皆様、 

ありがとうございました。 

              【 ボランティア 】 

  



                第１７回全国障害者スポーツ大会・国体のリハーサル大会第１７回全国障害者スポーツ大会・国体のリハーサル大会第１７回全国障害者スポーツ大会・国体のリハーサル大会第１７回全国障害者スポーツ大会・国体のリハーサル大会    

  スペシャルオリンピックス日本・愛媛のアスリートが、５月２８日に行われた第１７回全国障害者 

 スポーツ大会・国体のリハーサル大会に参加しました。 

  今年の秋、第１７回全国障害者スポーツ大会・国体が愛媛で開催されます。 

   

                   

 

     

   国体が愛媛県で開催されるのは、昭和２８年に四国４県で共同開催した第８回大会以来で、 

  愛媛県だけで開催するのは初めてということになります。 

   愛称は、前向きな気持ちと思いやりの心が結集した愛のある笑顔「愛顔（えがお）」で 

  おもてなし。選手・役員や観客、運営を支えるスタッフなどみんなが愛顔でつながる大会にします。 

   そして、スローガンの趣旨は、参加するすべての人々が、愛媛を駆け抜ける風のように舞い 

  輝く大会となることをイメージし、愛媛らしく俳句仕立てにしています。 

   昨年、今治ブランチが「２０１７えひめ国体のボランティア」に登録し、「愛媛国体クリーン 

  アップラリー」に参加しました。障がいがあっても、できる事があると言う想いからでした。 

   今年５月に行なわれた、障害者スポーツ大会・国体のリハーサル大会で頑張ったアスリート達を 

  ご紹介します。 

   

 

 

 

 

 

 ボウリング競技ボウリング競技ボウリング競技ボウリング競技    

                 

                 

 

 

 

 

 

                           

  

                      

 

 

 

 

 

愛愛愛愛    称称称称    

スローガンスローガンスローガンスローガン    

《愛顔（えがお）つなぐえひめ大会愛顔（えがお）つなぐえひめ大会愛顔（えがお）つなぐえひめ大会愛顔（えがお）つなぐえひめ大会》に愛媛県代表で出場するアスリートに愛媛県代表で出場するアスリートに愛媛県代表で出場するアスリートに愛媛県代表で出場するアスリート    

  ボウリング・・・工藤右暉さん、野島幹矢さん、矢野由貴奈さん、和泉義人さん、渡部有架さん 

  水 泳  ・・・相原裕太さん、栗田龍征さん、福島千尋さん 

  陸 上  ・・・玉井智也さん          みなさん、応援よろしくお願いします。みなさん、応援よろしくお願いします。みなさん、応援よろしくお願いします。みなさん、応援よろしくお願いします。 

・私は５月２８日に第１７回全国障害者スポーツ大会・国体リハーサル大会にで出場しました。                          

少年の部４ゲーム投げて４ゲームとも、スコアが悪かったけど自分的にはよくかんばったなと 

思いました。 

 私は国体に行っても全力をふりしぼってがんばりたいと思います。  

                          【 アスリート 工藤 右暉 】 

‐６‐ 

工藤 右暉さん   野島 幹矢さん  矢野 由貴奈さん 

▲ 桑名ボウルでの練習 



 

    陸上陸上陸上陸上    

  ５月２８日に行われた全国障害者スポーツ大会 

 リハーサル大会に陸上プログラムより１５名の 

 アスリートが出場しました。 

  皆、日ごろの練習の成果を発揮し、金・銀・銅 

 合わせて１０個のメダルを獲得しました。 

  その中で、８００ｍに出場した玉井智也君が、 

 見事愛媛県全国大会派遣標準記録を突破し、 

 愛顔（えがお）つなぐえひめ大会に出場が 

 決まりました。 

  玉井君には、最高のコンディションで自己 

 ベストを目指して頑張ってほしいと思っています。みなさん、応援よろしくお願いします。 

    

 

 

 

 

 

 

                                第１回手芸教室を開催しました第１回手芸教室を開催しました第１回手芸教室を開催しました第１回手芸教室を開催しました!!!!!!!! 

   第１回手芸教室を６月１８日（日）ハーモニープラザで行いました。 

   初めての事なのでいろいろ心配していましたが、隅田先生の指導によりアスリート達も真剣に 

取り組んで、細かい作業も難なくこなしていました。 

  スポーツプログラムでは、見られないアスリートの真剣な表情を見ることが出来有意義な教室でした。 

   （参加アスリート１０名・保護者９名・先生１名） 

                                          【 松山・東温ブランチ 末松茂 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・５月の障害者スポーツ大会で 800ｍを走りました。 

 自己ベストの２分２２秒３９というタイムで２位でした。 

 そして、全国障害者スポーツ大会に出場できることになりました。 

 本当にうれしく思います。愛媛県の代表選手としてベストをつくして 

 がんばろうと思います。 

                 【 アスリート 玉井 智也 】                                            

‐７‐ 

▲ みんなわき見もせず作品に、夢中です。▲ 素敵な作品ができました。 



２０１７年ニュースレター賛助会員名簿（個人のみなさま）２０１７年ニュースレター賛助会員名簿（個人のみなさま）２０１７年ニュースレター賛助会員名簿（個人のみなさま）２０１７年ニュースレター賛助会員名簿（個人のみなさま）            ２０１７年１月１日～６月３０日    

相原健二   相原佐奈枝  淺野佳子  礒真理子   井上博   印南扶美恵  青野毅   赤尾さとみ  

赤松香奈江  赤松重臣    秋山一郎  明比美佐子  浅井重喜  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  和泉義人   一色環    一色豊      伊藤雄二    今崎宏二 

大西薫     大西環     大西文子  大野聡     大野文     大原勝志    大原しのぶ  岡部靖雄 

岡本香澄   緒方美津子   荻山桃代  越智和代   落合操     梶原隆司     数野美佐子  片上嘉予  

加藤真弓    亀田均      亀田優人  苅田欣也     川上ヒロ子 河北万里     川田節子   菅野進  

木原明美   木原誠哉    公原憲代   公原泰憲     木村尚人    清川美和     工藤美奈子  工藤美代子 

久米潤     久米隆      久米敏子  久米智子      久米恵   栗田弥和    鴻上千春   鴻上康孝 

合田幸広   児島秀雄     近藤宏味  佐々木章公   佐々木民子 佐々木有希子 佐竹翠      塩﨑晃英   

塩﨑英雄    篠原博      柴田徳子  末松茂      末松ひとみ  隅田貴美子   杉森朝日新聞舗           

鈴木文子    角倉正雄    角倉若美   関宏孝    仙波康司   仙波良三    曽我部冬子  髙岡孝一   

高岡央行   高岡令子    高木悦野  高木弘子   髙木正敏   髙木悠        髙橋明     高橋健太郎  

髙橋猛      高橋徹夫      髙橋信晃  田口千春    武田圭子   武田正直      田坂栄二   田所美恵  

田所裕樹    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   

出水正雄   寺井靖彦    土居則行   土居マサ子   時岡真也   時岡美恵     徳増真弓    年森恭子  

戸田茂    中岡正美   仲神繁秋   中川真奈美   永井富子   永易信正     長野一朗     永野英子 

長山成生    長山兆男     難波江千春  野島小百合   野田雅仁  乃万哲       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  

日野眞理     福田佳代子   福島隆広    福島久子     福桝正     福桝恵       藤井恵美子  藤田いづみ 

星加智也    星加英子     星加真帆  本庄菊子     松浦侯子   松下康平     松下里美    松田良雄 

松田佳彦    松田玲瑠     松長和志   真鍋秀美     真鍋光恵  三馬澄子     水﨑理恵     三谷治子 

宮内芳美    宮岡賢子     宮岡俊雄    宮﨑雅延     宮道健二   村上潤二    村上卓也    村上千恵美 

村上直子    森内雅子     森平純子    森本里美     矢野信子  山内清     山内真二    山内正弘  

山田広子     山平真美    山本寿     横井直美     吉井章雄   龍門壮太     龍門洋美    渡邊一彦    

渡辺晴美     渡辺文喜     渡部正之   渡部美穂    渡部有架  和田麻喜     和田誠  

２０１７年ニュースレター賛助会員名簿（企業２０１７年ニュースレター賛助会員名簿（企業２０１７年ニュースレター賛助会員名簿（企業２０１７年ニュースレター賛助会員名簿（企業・団体のみなさ・団体のみなさ・団体のみなさ・団体のみなさまままま））））２０１７年１月１日～６月３０日 

株式会社石原自動車教習所    株式会社イクシオ  株式会社伊予銀行  今治ボウリング協会 株式会社イーエルプランニング    

伊藤自動車株式会社   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   ジャムサウンズ  

伯方塩業株式会社   はとの会   社会福祉法人日野学園    ふきのとう     ぼちぼち    不二印刷株式会社     

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    有限会社西条製作所 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 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した。 

  心より感謝申しあげます。 

 今年度もいろいろな 

活動をしていきますので 

応援をよろしくお願い 

致します。【 G 】 

－８－ 

※※※※    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。


