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

2012 年 11 月 25 日発行
オレンジスピリットＮo.2

ＴＥＬ／089-941-5630

10 月 27 日(土)、松山市野外活動センターにおいて、Ｓ
ＯＮ・愛媛の創立 10 周年・ＮＰＯ法人取得記念事業が実
施され、アスリート、ファミリー、ボランティアなど 220
名が参加し、創立 10 周年と NPO 法人取得を祝うとともに、
交流を深めました
1 日目のセレモニーではＳＯＮより三井嬉子会長を迎
え、来賓には中村時広愛媛県知事ほか松山市副市長、伊
予銀行、四国コカ・コーラボトリング㈱様にご参加いた
だきました。立川理事長の開会の挨拶の後、三井会長か
らＳＯＮの意義と役割と協賛企業・地域社会への感謝が
述べられました。中村県知事からは、ＳＯＮ・愛媛立ち
上げへのかかわりについてのお話とお祝いの

言葉を頂戴しました。
また、伊予銀行からは寄付金の目録が立川理事長に手渡
されました。
冬季ナショナルゲームの報告、アスリート紹介を経て、
済美高等学校吹奏楽部による演奏があり、その後、ダウ
ン症協会の皆様によるＪＯＹＰＯＰダンスが披露され、
プログラム終盤では、アスリートも加わって会場が一体
となってダンスを楽しみました。
その後、広場に移動し、秋色深まる森を背景に、マッ
ドクラウンズサークルのジャグリングを楽しんだり、タ
グラグビーを楽しみました。タグラグビーにはマンダリ
ンパイレーツと愛媛ＦＣの選手もボランティアとして参
加し、広場一杯に駆け回り、交流を楽しみました。イベ
ント終了後、バーベキューを囲んでの交流会が開かれ、
終日楽しく、有意義な時間を過ごしました。

▲受付

▲福島大会報告 ▲三井 SON 会長
▼広場で記念撮影

▲済美高校ブラスバンド演奏
JOYPOPダンス
▼みんなも一緒にダンス

▲タグラグビー
▼バーベキューで腹ごしらえ

▲来賓各位

2 日目は、ブランチ発表会。体育館に集まって、各ブラ
ンチのメンバーおよび活動紹介がありました。東温・松山
ブランチは、各プログラムの実施状況やバドミントンの大
会参加歴を報告。活発な活動状況が披露されました。今治
ブランチではアスリート一人ひとりが紹介され、それぞれ
の取り組みが報告されました。西条ブランチでは、陸上プ
ログラムのパフォーマンスがあり、他のブランチからも飛
び入りで一緒に走りました。新居浜ブランチではバドミン
トンプログラムをアピール。デコレイトしたラケットでバ
ドミントンの楽しさをパフォーマンスしました。その後、
SON・愛媛元理事の近藤修さんの指導で、レクリエーション
が行われ、参加者全員がボールゲームなどに興じたあと、
2 日間にわたった記念事業を終え、散会しました。

特定非営利法人ＮＰＯ発足から半年、
ＳＯＮ・愛媛の活動状況を報告いたします
＜活動日誌＞
２０１２年２月 24 日、ＳＯＮ・愛媛が特定非営利法人Ｎ

び収支について報告を行い、下半期の事業について協議

ＰＯ法人として認可され、３月１８日の２０１２年度総

しました。その後、現在に至るまでの主な活動をご報告

会開催を経て、新たな事務局体制でスタートしました。

します。

９月１５日、第２回の理事会を開催し、上期の活動およ
開催日

活動内容

2 月 24 日

ＮＰＯ法人認可

17 日

10周年事業委員会、チャリティゴルフ第1回打合せ

18 日

富士ゼロックス四国㈱訪問

27 日

法務局へ法人登記

7月7日

3 月 18 日

２０１２年度総会

14 日

第4回運営委員会

SON 会長・事務局長会議（東京）

21 日

コーチクリニック開催

31 日
4 月 10 日

コープえひめ福祉基金申請

8 月 14 日

事務局会議

事務局会議

20 日

税務署へ法人登録報告書送付

23 日

10 周年記念事業チラシ発行

21 日

第１回運営委員会

25 日

第 5 回運営委員会

新生オレンジスピリット第 1 号発行
24 日

事務局打合せ

25 日

松山市ＮＰＯ立ち上がり支援申請

5月1日

西予市・愛大医療福祉センター訪問

9月6日
9日

宇和特別支援校訪問
どてかぼちゃカーニバル参加

15 日

第 2 回理事会

24 日

南予プロジェクトチーム打合せ

１０月 2日

南予プロジェクトチーム打合せ

2日

県障害福祉課訪問

7日

県障害福祉課訪問（課長面談）

10日

ＳＯＮ地区組織基盤強化助成金交付決定

10 日

西予支援校訪問

14日

ＳＯＮ第2 回地区組織事務局運営研修会参加

13 日

事務局会議

17日

事務局会議

19 日

第 2 回運営委員会

20日

第 6 回運営委員会

20 日

松山・東温ブランチ事業委員会

27 日

10 周年記念・ＮＰＯ取得記念イベント開催

29 日

松山市助成金プレゼンテーション

28 日

ＳＯＮ・愛媛交流会

6月3日
8日

事務局会議
松山市ＮＰＯ会計講座受講

10 日

事務局会議

16 日

第 3 回運営委員会

11 月 2 日
11日
１８日
24日

南予の集いチラシ発行・関係先送付
ボーリング大会
ＳＯＮ岡山地区大会（バドミントン）に参加
チャリティゴルフ大会

ＳＯＮ・愛媛はみなさんに支えられて運営しています
ＳＯＮ・愛媛は、ファミリー、コーチ、ボランティア等の会費

－ファミリー委員会始動－
ファミリー委員会始動－

と個人および企業の賛助会費によって運営されています。

SON・愛媛には活動を支え

今年度はＮＰＯ法人として初めての会計年度で、会費と寄付金

る委員会があります。

を主な収入源として、恒例の事業や記念事業を実施しています。

5 月 8 日、久方ぶりにファミリー

例えば、10 月 27 日・28 日に実施した 10 周年・ＮＰＯ取得記念

委員会が開催されました。アスリ

事業は松山市の助成金をいただいて実施しました。また、ボウ

ートの支援、ファミリーへのケア等々、時間を忘れ、熱心な話

リング大会は湯築ライオンズクラブの協賛をいただき、開催し

合いが行われました

ました。12 月初めには、南予地域へのＳＯＮ活動の拡大をめざ
して実施予定の南予の集いは、コープえひめの助成と個人の方

－コーチクリニックに参加 SO の

からの大口寄付により実施します。

基本理念を改めて学ぶ－
基本理念を改めて学ぶ－
7 月 21 日、
県男女共同参画センターで、

ＳＯＮ・愛媛 年間社員・賛助数 10 月末現在

ゴルフのコーチクリニックが開催され

社員

個人

企業（団体）

ました。講師は、鹿嶋将慈トレーナー。

本部

10 口

12 口

6

ファミリー、アスリート、コーチ含め

新居浜ﾌﾞﾗﾝﾁ

7口

14 口

0

35 名の参加でした。

西条ﾌﾞﾗﾝﾁ

20 口

90 口

6

ゼネラルオリエンテーションでは、ＳＯの特徴であるディビジ

今治ﾌﾞﾗﾝﾁ

19 口

20 口

1

松山・東温ﾌﾞﾗﾝﾁ

45 口

61 口

0

101 口

197 口

13 口

(101 人)

(174 人)

(12 社･1 団体)

ョニング（組み分け）を、コーチになったつもりで実際にやっ
てみたり、オネストエフォート（全力で競技しないと失格にな
る）について、実例をまじえて楽しく学ぶことができました。
アスリート理解では、障害や支援の仕方などを学びました。
合計

私は初めての参加で、まさに「目からうろこ」でしたが、講師
によってお話しの内容に特徴があるので、参加するたびに得る

【活動報告】
活動報告】
ものがあるそうです。
＜各ブランチ活動状況＞

2012.11.15 現在まで
鹿嶋トレーナーならびにお世話になった皆様、ありがとうござ

新居浜ブランチ
バトミントン
（総合福祉総合センタ
ー）

いました
６/２４・７/１・７/１５・７/２２・
７/２９・８/５・
８/１２・８/２６・10/7・10/14・11/4・
11/11

戒能記）

－過去最高規模となったボウリング大会
高知・徳島・岡山から参加－
高知・徳島・岡山から参加－

西条ブランチ
陸上（ひうち公園）

（事務局

７･１・７/１５・８/５・８/１９・9/2・
１１月１１日、松山市のファースト
9/16・10/7・10/21・11/11
ボウルを会場に第６回ボウリング

今治ブランチ
バスケット
（サンアビ）
ボウリング
（桑名ボウル）

競技会がＳＯＮ・愛媛主催、松山湯
６･２・６/１６・７/１４・７/２１
10/6・10/20
６/１６・６/２４・７/１５
10/7・10/14

築ライオンズクラブ協賛で開催さ
れた。今回は、高知・徳島・愛媛の
他、岡山からの初参加があり選手団４６名、ボランティア４０

松山・東温ブランチ
水泳（アクアパレット） ５/１３・６/３・10/6・10/14・11/10

名以外にオープン参加者１５名と、過去最高の規模の競技会に
水泳（コミセン）
ボウリング
（ファーストボウ
ル）

６/１０・６/２４・７/１・７/８
５/２０・５/２７・６/３・６/１７・
７/１５・７/２２
10/7・10/21・11/4

なった。１０時から始まった開会式では、アスリートが元気よく宣誓し、
日ごろの練習成果を発揮すべく張り切って競技に入った。閉会式では、
一人ひとりのアスリートが湯築ライオンズクラブの方からメダルをかけ

バドミントン

６/３・６/１７・７/１
（道後身障者センター） 10/14・11/11

ていただき、誇らしげだった。

ブランチ活動報告

新居浜

松山・東温

夏季合宿 in いきなスポレク（8/25～8/26）

今年も参加！ どてカボチャカーニバル
9 月 9 日（日）
、東温市の見奈良天然温泉利楽北側駐車場に

バドミントンを始めた頃（９年前）
第１回合宿をした所です。メンバ

て「どてかぼちゃカーニバル」が開かれました。28 回目のかぼ

ーは変わりましたが久しぶりの合

ちゃのコンクールとあって、いずれ劣らぬ巨大かぼちゃや、自

宿は新たな発見があったかな？

慢のかぼちゃが、ずらっと並びました。かぼちゃに腰かけた子

いつもと違う広い体育館でアスリ

どもを撮影したり、つきたてのおもちを求めて並んだりと、大

ートの数より多いコートをフルに

勢の見物客で賑わいました

使って、いつも出来ないような基
ＳＯＮ愛媛松山・東温ブランチでは、今年も協力出店し、販売
礎練習をみっちりやり、試合も
用に寄せられた品々は早々と買われていったそうです。ファミ
色々な相手と対戦する事が出来ました。
リーアスリートの売り子のみなさん残暑の中でも和気藹々でと
コーチ達の試合には思わず声が漏れるような素晴らしいプレーが続
ても楽しそうでした

（大西記）

出でした。好きなだけバドミントンを楽しみ、親にとっては苦しみ
かもしれませんが、新居浜ブランチの少人数の活動は家族のようで
コーチ達の焼いてくれる肉を頬張る顔は皆嬉しそうでした。アスリ
ートも大人になり、夏休みの楽しみがなくなっているのでいい思い
出になりました。

西

（村上俊子記）

条

今年の夏は本当に暑い日が続
＜スポーツプログラムのご案内＞
きました。陸上の練習は屋外
今年もあと残すところわずかとなりましたが、各ブランチで
で行いますので、熱中症にな
は 2012 年度第 3 タームの終盤プログラムを消化中。日一日
らないよう給水にも気を配り、
と寒さが募りますが、元気を出して、残りのプログラムに取
体調管理を心がけました。
り組みましょう。
アスリートのみんなは厳しい暑さの中でもめげることなく練習
松山・東温ブランチでは、スイミング、ボウリング、バド
に励み、いよいよマラソンの季節です。１０月７日の今治シテ
ミントンとも、11 月 25 日・12 月 2 日・12 月 23 日が練習
ィマラソンを皮切りに、神戸マラソン、坊っちゃんランランラ
日となっています。
ン、丸亀ハーフマラソン、愛媛マラソンなど各々自分の力を試
＜コーチしていただける方を探しています＞
すべく、色々な大会にエントリーしています。そして、１２月

SON・愛媛の活動は、たくさんのみなさまに支えられて成

２３日に開催される西条市駅伝では今年もチームを作り、みん

り立っています。ファミリー、友人はもとより、アスリート

なでタスキをつなごうと頑張っています。

に指導して頂きたいと願っています。

今 治
夏の思い出
8 月 18 日(土)～19 日(日)サンライ
ズ糸山にて、合宿を行いました
初日は、皆で夕食を食べ、しまな
み海道で糸山～馬島間のナイトウォーキングをしました。馬島
では花火を楽しみました。わいわいおしゃべりをしながらでも、
歩くのは早いアスリート達。2 日目は、大浜漁協で潮流体験と、
釣り堀りをしました。スリルのある、潮の流れに、ドキドキの
アスリート達。釣り堀りでは、大きな魚をゲットし、笑顔と大
歓声があがっていました。楽しい夏の思い出でした。
徳島・中四国ボウリング協議会に向けて-11 月 23 日(祝

編集後記 10 周年記念・NPO 取得記念イベントはじめ、実に精力

金)、アスリート 5 名、コーチ、ファミリーで参加します。他県

的に様々な事業が実施され、NPO 法人 SON・愛媛に、軽やかな風が吹

の方々との交流を楽しみにしています。

いています。各委員会の皆様、社員・ファミリーの皆様、みなさん

日頃の練習の成果が出せるよう、頑張ってきます！

の熱気を感じています。
（ｄ）

近況

(小澤記)

