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２０１８年度も

どうぞよろしく!!

伊予路に春を呼ぶといわれる“椿さん”も終わり、紅梅・白梅があちこちで春の
訪れを告げる松山です。２０１８年２月２５日（日）
、平昌冬季オリンピックの熱い
報道のなか、愛媛県武道館の会議室を会場にＮＰＯ法人スペシャルオリンピックス
日本・愛媛の２０１８年度総会が開かれました。
総会会場といえばこの３年間、松山市青少年センター、愛媛県身体障がい者福祉
センター、愛媛県総合社会福祉会館の研修室で実施してきたものの、ここにも事務局スタッフのご苦労があり
ます。
周知のように私たち理事は、毎月定例の運営委員会および年４回の理事会を開き、活動を総括し新年度の活
動方針を決め、それを総会資料として作成。それを会員には事前配布し、総会に臨んできました。
こうしたあたりまえの事があたりまえのように行われる運営体制は、どんなに大切なことであるか、改めて
皆様に感謝申し上げます。
さて今年度の総会は、出席者４０名、委任状３５名で、正会員８９名の過半数を満たしており、成立を宣言。
まず役員の変更について、岩城監事の退任と新監事・森健氏の就任を可決。続いて定款の一部改正。
現在の定款では、
「役員の任期は２年。再任は連続３期までとする。」としていますが、このまま進むとなれば
役員が一挙に交代する恐れもあり、今後の組織運営上支障をきたすものと思われることから、
「連続３期までと
する。
」を削除。ただ組織の新陳代謝が必要なこともあり、将来役員の交代も生じることでしょう。
２０１７年度の活動報告については、①１２月のＳＯデイで、ヘルシー・アスリート・プログラムの実施。
健診の結果はアスリートの競技会や日常の健康管理に役立ててもらいました。②第１１回ボウリング競技会。
③各ブランチによる地域活動。陸上、水泳、バドミントン、ボウリングのスポーツ活動の他、どてかぼちゃカー
ニバルへの参加やヤングアスリートプログラムにつながる「おもちゃの図書館モモ」の活動などを通して、地域
の人々と交流を重ねてきました。
今年度はこのような活動に加えて、ＳＯナショナルゲーム愛知大会（９/２２～２４）に向けて、４年に１度の
トーチランの企画が立てられました。ナショナルゲームへの参加は制約があるものの、できるだけ多くのアスリ
ートに友情と勇気の祭典を味わってほしいと願っております。また、長年の懸案であった南予ブランチ立ち上げ
の動きも始まりました。ＳＯデイ実施の具体化とともに、ＳＯＮ・愛媛のさらなる仲間の拡大を願っております。
機関紙「オレンジスピリット」の中に、多くの笑顔が輝くことを期待します。ともに力を発揮し、ＳＯの活動
を発展させていきましょう。２０１８年度も、ご協力、ご支援をよろしくお願いします。
【

-１-

理事長 山本

万喜雄 】

ＮＰＯ法人

スペシャルオリンピックス日本・愛媛
２０１８年度総会報告

● ２０１７年度主な活動報告
スポーツプログラム

● ２０１８年度活動計画

(毎月)

スポーツプログラム

(毎月)

1/21（土） 第４回理事会

1/20（土） 第４回理事会

1/23（月） １６年度会計監査

2/25（日） ２０１７年度通常総会

2/21（日） ２０１６年度通常総会

2/25（日） 第１回理事会

2/2１（日） 第１回理事会

3/17（土） 第１回運営委員会

3/18（土） 第１回運営委員会

3/31（土） 地区連絡協議会・全国事務局長会議

4/ 8（土） 地区連絡協議会・全国事務局長会議 (東京)

4/ 1（日） スポーツプログラム委員会全国会議

4/ 9（日） お花見ラン

4/21（土） 第２回運営委員会

4/ 9（日） スポーツプログラム委員会会議 (東京)

4/21（土）～22（日） ナショナルゲーム現地説明会 (名古屋)

4/15（土） 第２回運営委員会

5/19（土） 第３回運営委員会

5/20（土） 第３回運営委員会

6/16（土） リレーマラソン参加

6/10（土） SON・徳島設立２０周年記念式典参加

6/16（土） 第４回運営委員会

6/17（土） 第４回運営委員会

7/15（土） ユニファイドスポーツ・デイ

7/ 2（日） SON・広島水泳競技会参加

7/21（土） 第２回理事会

7/ 9（日） SON・山口ボウリング競技会参加

8/18（土） 第５回運営委員会

7/15（土） 第２回理事会

中国四国地区ブロック下半期事務局長会議

8/19（土） 第５回運営委員会

中国四国地区ブロック下半期SP委員長会議

9/ 9（土） 中国四国地区ブロック下半期事務局会議参加

9/ 2（日） トーチラン

9/ 9（土） SP委員長会議参加

9/ 9（日） どてかぼちゃカーニバルに出店

9/10（日） どてかぼちゃカーニバルに出店

9/16（土） 第６回運営委員会

9/16（土） 第6回運営委員会

9/22（土）～24（月） ナショナルゲーム大会 (名古屋)

10/ 7（土）～ 9（月） 全国陸上競技会参加 (広島)

10/20（土） 第７回運営委員会

10/15（日） SON・岡山 バドミントン競技会参加

チャリティーゴルフ大会

10/21（土） 第７回運営委員会

ボウリング競技会

10/21（土）～22（日） 認定コーチ研修会参加 (岡山)

11/17（土） 第８回運営委員会

11/ 3（金） チャリティーゴルフ大会

11/25（日） SOデー

11/11 (土) SON・高知設立１０周年記念式典参加

陸上競技会

11/18（土）～19（日） SON・岡山 ボウリング競技会参加

バドミントン競技会

11/18（土） 第８回運営委員会

12/15（土） 第３回理事会

12/ 2（土） SON・広島設立２０周年記念式典参加

第１２回SON・愛媛ボウリング競技会

12/ 3（日） SOデイ
12/10（日） 第１１回SON・愛媛 ボウリング競技会開催
12/16（土） 第３回理事会

‐２‐

● ２０１７年度計算書
収入の部

（単位：円）

科 目

実

会費収入
寄付金等収入
事業収入
雑収入
収入計
支出の部

績

備

1,519,000
741,248
709
2,260,957

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
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

1,592,038 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

管理費

971,964

支出計

2,564,002

人件費/会議費／印刷製本費／光熱水料費／消耗什器備品費
消耗品費/修繕保守費／通信運搬費/旅費交通費/雑費

● ２０１８年度予算書
収入の部

（単位：円）

科 目

予 算

会費収入
寄付金等収入
雑収入
収入計
支出の部

備

考

1,650,000 正会員入会金/正会員会費収入/賛助金収入/法人会費収入
1,710,000 寄付金収入/助成金収入/受取負担金
840,000 雑収入
4,200,000
（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

3,030,000 コーチ研修費/専門委員会費/行事費/広告事業費/

管理費

1,170,000

支出計

4,200,000

人件費/会議費／印刷製本費／光熱水料費／消耗品費
修繕保守費／通信運搬費/旅費交通費/雑費

●２０１８年度新役員
理

事
秋山 香織
末松 茂
松井 宏治

（五十音順)

石原 実
杉本 太一
村上 澄子

大上 俊輔
高岡 栄美子
村上 千恵美

監

事

近藤 猛

森

健

顧

問

下田 正

立川 百恵

-３-

苅田 欣也
橋本 治子
山内 幸子

澤田 公子
日野 二郎
山本 万喜雄

～総会の報告をします!～
先般２月２５日に、２０１８年度のスペシャルオリンピックス日本・愛媛の定期総会を行いました
のでご報告いたします。
今回の定期総会の議事の主な内容は、まず、ＳＯＮ愛媛の新たな役員として、社会福祉法人「日野
学園」の森施設長にご就任いただくことが決定いたしました。また、ＳＯＮ愛媛の役員の任期について、
これまでは「連続３期まで」とする定款の定めがありましたが、今後、組織体制のスムーズな運営に
支障をきたさないよう、この「３期まで」という期限を削除いたしました。その後、これまでの１年
間の活動についてのご報告や、これから１年間の活動方針についての説明などを行い、すべての議案
をご承認いただきました。
２０１８年度の活動方針については、これまで取り組んできました南予ブランチの立ち上げについ
て、２０１８年度中に具体的な形にしていこうとする思いが述べられました。また、本年９月には、
名古屋でのナショナルゲームや、松山でのトーチランなど大切なイベントがあるため、皆様のご協力
をお願いしたい旨の説明がなされました。
本年度も愛媛県下の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。
【

理事

松井

宏治

】

２０１８年第７回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・愛知が開催されます!
知的障害のある人（アスリート）、コーチ、ボランティアが、日常のスポーツトレーニングを通じて、とも
に成長しながら、アスリートの自立と社会参加を促進することをめざし日々頑張っています。

そして、そのスポーツトレーニングの成果を発表する場として、オリンピックと同様に４年に１度、
国際大会が開催されます。次回の、２０１９年にアラブ首長国連邦のアブダビで開催される国際大会の
選手選考も兼ねて、今年、国内大会（ナショナルゲーム）が９月に愛知で開催されます。
実施競技（予定）１３競技で、競泳・陸上競技・バドミントン・バスケットボール・ボウリング・馬術
・サッカー・ゴルフ・体操競技・卓球テニス・バレーボール・フライングディスクです。

スペシャルオリンピックス日本・愛媛からは、水泳、陸上、ボウリング、バドミントンの 4 種目に
１２名のアスリートが出場する予定です。
私たちの活動への理解と参加・応援をしていただくきっかけになればと、秋にトーチランを開催いた
します。
皆様のご理解、ご支援をよろしくお願いいたします。

－４－

【

事務局

】

２０１７年度の振り返り
～愛顔つなぐえひめ大会にボランティアで参加しました!～
２０１７愛顔つなぐえひめ国体・愛顔つなぐえひめ大会のボランティア登録をし、
アスリートも一緒にボランティアに参加させて頂きました。
大会を開催する準備や運営の大変さなどをほんの一部ですが間近で体験し、人の力、
いわゆるボランティアも大変重要なポジションだと感じました。すばらしい経験がで
きました。ありがとうございました。

【

今治ブランチ

】

～新居浜市大会運営ボランティアで参加しました!～
新居浜市大会運営ボランティアとして１０/８・１０/９と２日に分かれて新居浜会場のウェイトリ
フティングのお接待ボランティアをしました。
あいにくの天候の愛媛国体でしたが、新居浜最終日は晴天に恵まれ沢山の人手で飲み物担当は大忙
しでした。
「本当に蛇口をひねるとみかんジュースがでるんですよ～。」

紙コップを並べて、ペットボトル
を出す仕事をしました。ありがとう
と言ってくれて嬉しかったです。

【

新居浜ブランチ

コーヒーや味噌汁を渡す仕事
をしました。モニターで試合も応
援できみきゃんと会えてよかっ
たです。

たくさんの人にみかんジュー
スを飲んでもらえて嬉しかった
です。

・いつもトーチランでお世話になっている市の職員の方と笑顔で接客できました。
親子ともに感動的な 1 日をありがとうございました。
してもらうボランティア、するボランティア温かい気持ちのキャッチボールのように思いました。
【 ファミリー 】
・選手の皆さんも関係者の方々も愛媛を盛り上げようとする気持ちがひしひしと感じられて、ワクワクした
１日でした。大変貴重な体験をさせて頂きありがとうございました。
－５－

【 ファミリー 】

】

～認定コーチ研修会に参加して! ～

１０月２1 日（土）～２２日（日）

岡山県倉敷において、スポーツ認定コー
チクリニックを受講し改めてユニファイ
ドスポーツにおけるルールやアスリート
と一般参加者の関係を知ることが出来ま
した。
また翌日のボウリング講習会において
岡山のボウリングプログラムの取り組み
方や、アスリートの参加時の個々のチェッ
ク等新しい発見を多々目にして、充実した
コーチクリニックでした。【

コーチ

】

～西条市駅伝に参加して!～

１２月２４日（日）

１２月２４日、西条市駅伝に４チームが参加しました。今年も新居浜特別支援学校の先生方にボラティ
アで参加していただきました。アスリート達は笑顔でタスキをつなぐことができ、４チームとも完走でき
ました。

～あかがねマラソン２０１７に参加して！～

１月１４日（日）

新居浜市市政８０周年記念事業あかがねマラソンに参加しました。
確か６０周年の時にも小学生で参加し、それから 20 年すっかり大人になっているはずですが…
今まで走ったことないコースそれも 5 キロを一人走る事が とても心配でした。親の心配をよそに楽しそ
うに颯爽とかっこよく走っていました。
村上瑛一

タイム 0:24:53

総合順位

【
42 位/94

・どちらもおもいっきり走りました。
気持ち良かったです。
サプライズ賞に当選して AKB のグッズを貰い
ました。

【 アスリート 村上瑛一 】

－６－

ファミリー

村上 (母)

】

～ＳＯＮナショナルゲーム in 愛知

採火式に参加して!～

２０１８年２月１０日

今採火式・分火式及びトーチランは、熱田神宮さん全国ライオンズクラブさん、その他多くの後援
者の方々のご尽力で実施された盛大な式典でした。
通常参拝者が入場できない境内の中で厳かに採火式が執り行われた後、全国から集まった各地区代表
者へと有森会長自ら分化して頂き、参加された方の感動もひとしおのようでした。
地元高校生のボランティアサポートによるユニファイドリレーファーストレグはあいにくの雨模様に
はなりましたが、300 人を超える観衆と応援の中、皆さんの熱気と掛け声で寒さも吹き飛ぶトーチランと
なり、ナショナルゲーム in 愛知の成功を予感させるものとなっていました。
愛媛からは工藤さんが参加されその雄姿を大会関係者に披露されていました。これを機に９月に開催
されるナショナルゲームでの優勝を心新たに誓われたそうです。
その後は皆さま（特に私）お待ちかねの懇親会です。強力なサポーターであるライオンズクラブの方々
も全国から招待され、ＳＯＮ各地区代表の方々との交流があちこちで図られていました。
これで愛媛でのトーチランの大盛会、及びナショナルゲームでの大活躍が約束されたも同然です。
ご参加のアスリートの皆さまは平昌オリンピックアスリートに見習って今から準備万端・体調万全で
練習に励んでください。

【

理事・ボランティア委員長

杉本太一

】

・初めての体験だったのでドキドキした。 飛行機も久しぶりでドキドキし
た。 熱田神宮に着いて、広いなーと思った。
トーチランも雨がふって寒かったけど、よかった。歩くことだけだったので、
走りたかった。（寒かったので余計に）行けてよかったです。写真も撮って
うれしかった。
・私も初めてのことだったのでドキドキしました。私は、生まれも
育ちも名古屋で３１歳ごろまで名古屋にいたのですが、だいぶ変わ
ったなと思いました。
ランタンを受け取るときは緊張しました。祭壇の中まで入れたこと
は、すごく貴重な経験でした。安藤美姫さん、小塚崇彦さんに会え
たのも嬉しかったです。
懇親会も美味しいものがいっぱいあって おなかいっぱいになる
まで食べてしまいました。また、行きたいと思いました。
【 ファミリー 工藤 美奈子 】

－７－

【 アスリート 工藤 右暉 】

開催日程

２０１８年 ９月２２日（土）～２４日（月・祝）３日間

開催地

愛知県内各所

（名古屋市、豊田市、刈谷市、日進市、大治町を予定）

実施競技（予定）／１３競技
ＳＯＮ・愛媛
参加者数

水泳

選手参加競技

陸上競技

バドミントン

ボウリング

約１６，４００名
アスリート

/

役員・コーチ

/

大会役員・審判 /
ボランティア

/ 約のべ

観客 / 約のべ

約 １,０００名
約

５５０名

約

３５０名

４,５００名
１０,０００名

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(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。

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す。

発行

ＮＰＯ法人

スペシャルオリンピックス日本・愛媛

ゲーム等いろいろな活動をしていき

〒７９０－０９６７
松山市拓川町３番地４４号

ます。皆様のご協力、

日野学園内

応援をよろしくお願い

TEL・FAX ０８９－９４１－５６３０

致します。【

メールアドレス： son_ehime@son.or.jp
ＳＯＮ愛媛 ＨＰ:

今年度は、トーチラン、ナショナル

http://www.son-e.com

《

G 】

応援、

※ このニュースレターの印刷は、富士ゼロックス四国株式会社様にご協力いただいております。

