
 

 

 

 

 

 

 

 

アスリートが輝くスポーツの秋！     

           ２０１９年の秋は、愛媛で大きな競技会が続きました。 

まず１０月６日（日）、愛媛県総合運動公園・メインアリーナを会場に、「第３回 

ＳＯＮ・愛媛バドミントン競技会」が開催されました。エントリーは岡山と愛媛のみ 

でしたが、競技・一般ボランティアは総勢７０名の参加。練習量が豊富な岡山だけで 

なく愛媛のアスリートたちも日頃の練習の成果がいかんなく発揮されて、大きな拍手が 

送られました。  

 続いて１０月２７日（日）には、松山市中央公園プール・アクアパレットまつやまを会場に、「第５回ＳＯＮ・ 

中国・四国ブロック競泳競技会ｉｎ愛媛」が中四国すべての地区からエントリーがあり、アスリート１２２名、

コーチ４４名多数のボランティアが参加し、盛大に開催されました。運営は県水連および松山水泳協会に委託。  

 駐車場の担当はファミリーで、大きなトラブルもなく無事に終了しました。私はプレゼンテーターとしてア  

スリートにメダルを渡す役でしたが、ルール違反で失格となってもそれに従っており、スポーツマンとして成長 

する姿が頼もしく思えた次第です。全競技の進行を見守りながらのプレゼンテーター同士の会話によって、興味 

深い事実を知ることができました。 

 そして、１２月１５日（日）の午前中は、「第１３回ＳＯＮ・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３階を会場に開かれました。参加は、岡山・山口・広島・鳥取・徳島・香川・愛媛の

７地区で、選手団総数は５９名（アスリート４２名、コーチ１７名）オープン参加者１９名、競技会運営関係者

およびボランティア２０名。いつものことながらプログラムの印刷は、富士ゼロックス四国（株）様に引き受け

ていただきました。感謝いたします。 

 アスリートによるスペシャルオリンピックス宣誓は、次のような言葉です。 

『わたくしたちは 精一杯 力をだして 勝利を目指します。たとえ 勝てなくても 頑張る勇気を与えて 

下さい』 

 主催者を代表して私からは、こんなエールを送りました。 

「第１３回ＳＯＮ・愛媛ボウリング競技会にようこそお越しいただきました。今年も松山湯築ライオンズ 

クラブさんとの共催ができたこと、ありがたく、嬉しく思います。アスリート、コーチ、ファミリーの皆さん、 

朝早くから松山にお越しいただきありがとうございます。聞くところによれば、山口は朝５時に出発されたとか。 

本当にご苦労様です。アスリートの皆さん、日頃鍛えた技を十分に発揮して下さい。またアスリート同士が 

交流して友情を深めて下さい。このような競技会が開催できるのは、大会を支えるスタッフがいるからです。 

松山中央ボウルの方々をはじめ、実行委員会の皆様に感謝申し上げます。」 

 トラブルのときが子どもの育つとき。くやしささえもバネにして育ちあいたいものです。 

【 理事長  山本万喜雄 】           

特定非営利活動法人 
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 ２０１９

愛媛バドミントン競技会

 ７０名を超えるボランティアさんを始めとした多くの方々に支えられことに、感謝いたします。

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・障がいのある方がバドミントン競技にも取り組み、愛媛の選手

伺っておりましたが、実際に大会会場へ参加したのは、今回が初めてでした。

 

バドミントンをされている姿を拝見し、このような活動の場があることは素晴らしいことだと

 

 

また、ありがとうございました。

 

 

２０１９年１０月６日（日）愛媛県総合運動公園・メインアリーナにて『

愛媛バドミントン競技会

７０名を超えるボランティアさんを始めとした多くの方々に支えられことに、感謝いたします。

                                                        

 

～愛媛県バドミントン協会

・障がいのある方がバドミントン競技にも取り組み、愛媛の選手

伺っておりましたが、実際に大会会場へ参加したのは、今回が初めてでした。

 多くの方がボランティアに参加されアスリート

バドミントンをされている姿を拝見し、このような活動の場があることは素晴らしいことだと

 審判等の協力で参加した高校生にとっても、

 大会開催に向けて、長山様をはじめ多くの方がご苦労、ご尽力されたことと思います。本当にお疲れ様でした。

また、ありがとうございました。

 次の開催、活動に向けて、私共にもできることがございましたら、ご協力させていただきたいと思います。

▲ みんな集中して試合をしていました。

２０１９年

年１０月６日（日）愛媛県総合運動公園・メインアリーナにて『

愛媛バドミントン競技会』が開催されました。
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～愛媛県バドミントン協会

・障がいのある方がバドミントン競技にも取り組み、愛媛の選手

伺っておりましたが、実際に大会会場へ参加したのは、今回が初めてでした。
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大会開催に向けて、長山様をはじめ多くの方がご苦労、ご尽力されたことと思います。本当にお疲れ様でした。

また、ありがとうございました。

次の開催、活動に向けて、私共にもできることがございましたら、ご協力させていただきたいと思います。

みんな集中して試合をしていました。

２０１９年 第３回

 バドミントン競技会

年１０月６日（日）愛媛県総合運動公園・メインアリーナにて『
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～愛媛県バドミントン協会 事務局

・障がいのある方がバドミントン競技にも取り組み、愛媛の選手

伺っておりましたが、実際に大会会場へ参加したのは、今回が初めてでした。

多くの方がボランティアに参加されアスリート

バドミントンをされている姿を拝見し、このような活動の場があることは素晴らしいことだと

審判等の協力で参加した高校生にとっても、

大会開催に向けて、長山様をはじめ多くの方がご苦労、ご尽力されたことと思います。本当にお疲れ様でした。

また、ありがとうございました。 

次の開催、活動に向けて、私共にもできることがございましたら、ご協力させていただきたいと思います。

みんな集中して試合をしていました。

第３回 スペシャルオリンピックス日本・愛媛

バドミントン競技会

年１０月６日（日）愛媛県総合運動公園・メインアリーナにて『

が開催されました。 

７０名を超えるボランティアさんを始めとした多くの方々に支えられことに、感謝いたします。

                                                        

 

事務局 宗景 守さまより～

・障がいのある方がバドミントン競技にも取り組み、愛媛の選手

伺っておりましたが、実際に大会会場へ参加したのは、今回が初めてでした。

多くの方がボランティアに参加されアスリートと一緒に活動されている姿、何よりアスリートが楽し

バドミントンをされている姿を拝見し、このような活動の場があることは素晴らしいことだと

審判等の協力で参加した高校生にとっても、いい経験になったと思います。

大会開催に向けて、長山様をはじめ多くの方がご苦労、ご尽力されたことと思います。本当にお疲れ様でした。

次の開催、活動に向けて、私共にもできることがございましたら、ご協力させていただきたいと思います。
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守さまより～

・障がいのある方がバドミントン競技にも取り組み、愛媛の選手

伺っておりましたが、実際に大会会場へ参加したのは、今回が初めてでした。

と一緒に活動されている姿、何よりアスリートが楽し

バドミントンをされている姿を拝見し、このような活動の場があることは素晴らしいことだと

いい経験になったと思います。

大会開催に向けて、長山様をはじめ多くの方がご苦労、ご尽力されたことと思います。本当にお疲れ様でした。

次の開催、活動に向けて、私共にもできることがございましたら、ご協力させていただきたいと思います。
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スペシャルオリンピックス日本・愛媛
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７０名を超えるボランティアさんを始めとした多くの方々に支えられことに、感謝いたします。

                                                        

  

守さまより～ 

・障がいのある方がバドミントン競技にも取り組み、愛媛の選手にも大会に参加して活躍しているということは

伺っておりましたが、実際に大会会場へ参加したのは、今回が初めてでした。

と一緒に活動されている姿、何よりアスリートが楽し

バドミントンをされている姿を拝見し、このような活動の場があることは素晴らしいことだと

いい経験になったと思います。

大会開催に向けて、長山様をはじめ多くの方がご苦労、ご尽力されたことと思います。本当にお疲れ様でした。

次の開催、活動に向けて、私共にもできることがございましたら、ご協力させていただきたいと思います。

スペシャルオリンピックス日本・愛媛
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スペシャルオリンピックス日本・愛媛 

スペシャルオリンピックス日本

７０名を超えるボランティアさんを始めとした多くの方々に支えられことに、感謝いたします。 
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と一緒に活動されている姿、何よりアスリートが楽し

バドミントンをされている姿を拝見し、このような活動の場があることは素晴らしいことだと、改めて感じました。

大会開催に向けて、長山様をはじめ多くの方がご苦労、ご尽力されたことと思います。本当にお疲れ様でした。

次の開催、活動に向けて、私共にもできることがございましたら、ご協力させていただきたいと思います。
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と一緒に活動されている姿、何よりアスリートが楽しそうに 

、改めて感じました。

大会開催に向けて、長山様をはじめ多くの方がご苦労、ご尽力されたことと思います。本当にお疲れ様でした。
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～新田高校バドミントン部

 

  

 

                                           

  

  

  

  

～ボランティアの皆さまの感想から～

  

  

～新田高校バドミントン部

 ・普段、体験できないことを体験できたので良かったです。

 ・短い時間でしたが、このような機会を下さって学べた事がたくさんあったのでよかったです。【山内さん】

 ・普段とは違う

                                           

  ・今日の体験を今後の活動にいかしていきたいです。

 ・アスリートの方々に楽しんでもらえたと思うので、よかったです

  ・普段はできない貴重な体験ができてよかったです。

  ・このような機会を

～ボランティアの皆さまの感想から～

 ・こういった大会があることを初めて知りました。

  アスリートの皆さんが楽しんでプレーされていることが、とても印象的でした。今回、ボランティアと

いう良い機会をいただいたなと思います。ぜひ、いろんな人に頑張っているアスリートの姿を見てほしい

です。                              

・一人一人が全力でバドミントンをしていて、とても楽しそうだなと思いました。

・大会の進行がスムーズで、ボランティアの方々も親切にしていただきありがとうございました。

                                   

・初めての参加で、とても緊張していた様子でしたが、良い経験になりました。他のアスリートの方とも

楽しく交流できて良かったと思いました。

～新田高校バドミントン部

普段、体験できないことを体験できたので良かったです。

・短い時間でしたが、このような機会を下さって学べた事がたくさんあったのでよかったです。【山内さん】

・普段とは違うバドミントンを経験することができたので、このことを今後にいかしていきたいです。

                                           

・今日の体験を今後の活動にいかしていきたいです。

・アスリートの方々に楽しんでもらえたと思うので、よかったです

・普段はできない貴重な体験ができてよかったです。

・このような機会をこれから生かしていきたいと思います。

～ボランティアの皆さまの感想から～

・こういった大会があることを初めて知りました。

アスリートの皆さんが楽しんでプレーされていることが、とても印象的でした。今回、ボランティアと

いう良い機会をいただいたなと思います。ぜひ、いろんな人に頑張っているアスリートの姿を見てほしい

                              

・一人一人が全力でバドミントンをしていて、とても楽しそうだなと思いました。

・大会の進行がスムーズで、ボランティアの方々も親切にしていただきありがとうございました。

                                   

・初めての参加で、とても緊張していた様子でしたが、良い経験になりました。他のアスリートの方とも

楽しく交流できて良かったと思いました。

～新田高校バドミントン部の皆さまの

普段、体験できないことを体験できたので良かったです。

・短い時間でしたが、このような機会を下さって学べた事がたくさんあったのでよかったです。【山内さん】

バドミントンを経験することができたので、このことを今後にいかしていきたいです。

                                           

・今日の体験を今後の活動にいかしていきたいです。

・アスリートの方々に楽しんでもらえたと思うので、よかったです

・普段はできない貴重な体験ができてよかったです。

これから生かしていきたいと思います。

～ボランティアの皆さまの感想から～

・こういった大会があることを初めて知りました。

アスリートの皆さんが楽しんでプレーされていることが、とても印象的でした。今回、ボランティアと

いう良い機会をいただいたなと思います。ぜひ、いろんな人に頑張っているアスリートの姿を見てほしい

                              

・一人一人が全力でバドミントンをしていて、とても楽しそうだなと思いました。

・大会の進行がスムーズで、ボランティアの方々も親切にしていただきありがとうございました。

                                   

・初めての参加で、とても緊張していた様子でしたが、良い経験になりました。他のアスリートの方とも

楽しく交流できて良かったと思いました。

の皆さまの感想から～

普段、体験できないことを体験できたので良かったです。

・短い時間でしたが、このような機会を下さって学べた事がたくさんあったのでよかったです。【山内さん】

バドミントンを経験することができたので、このことを今後にいかしていきたいです。

                                           

・今日の体験を今後の活動にいかしていきたいです。

・アスリートの方々に楽しんでもらえたと思うので、よかったです

・普段はできない貴重な体験ができてよかったです。

これから生かしていきたいと思います。

～ボランティアの皆さまの感想から～ 

・こういった大会があることを初めて知りました。

アスリートの皆さんが楽しんでプレーされていることが、とても印象的でした。今回、ボランティアと

いう良い機会をいただいたなと思います。ぜひ、いろんな人に頑張っているアスリートの姿を見てほしい

                              

・一人一人が全力でバドミントンをしていて、とても楽しそうだなと思いました。

・大会の進行がスムーズで、ボランティアの方々も親切にしていただきありがとうございました。

                                   

・初めての参加で、とても緊張していた様子でしたが、良い経験になりました。他のアスリートの方とも

楽しく交流できて良かったと思いました。               

 

感想から～ 

普段、体験できないことを体験できたので良かったです。

・短い時間でしたが、このような機会を下さって学べた事がたくさんあったのでよかったです。【山内さん】

バドミントンを経験することができたので、このことを今後にいかしていきたいです。

                                           

・今日の体験を今後の活動にいかしていきたいです。                 

・アスリートの方々に楽しんでもらえたと思うので、よかったです

・普段はできない貴重な体験ができてよかったです。                  

これから生かしていきたいと思います。

・こういった大会があることを初めて知りました。 

アスリートの皆さんが楽しんでプレーされていることが、とても印象的でした。今回、ボランティアと

いう良い機会をいただいたなと思います。ぜひ、いろんな人に頑張っているアスリートの姿を見てほしい

                              

・一人一人が全力でバドミントンをしていて、とても楽しそうだなと思いました。

－３－ 

・大会の進行がスムーズで、ボランティアの方々も親切にしていただきありがとうございました。

                                   

・初めての参加で、とても緊張していた様子でしたが、良い経験になりました。他のアスリートの方とも

               

普段、体験できないことを体験できたので良かったです。               

・短い時間でしたが、このような機会を下さって学べた事がたくさんあったのでよかったです。【山内さん】

バドミントンを経験することができたので、このことを今後にいかしていきたいです。

                                           

                 

・アスリートの方々に楽しんでもらえたと思うので、よかったです!!           

                  

これから生かしていきたいと思います。               

アスリートの皆さんが楽しんでプレーされていることが、とても印象的でした。今回、ボランティアと

いう良い機会をいただいたなと思います。ぜひ、いろんな人に頑張っているアスリートの姿を見てほしい

                              

・一人一人が全力でバドミントンをしていて、とても楽しそうだなと思いました。

 

・大会の進行がスムーズで、ボランティアの方々も親切にしていただきありがとうございました。

                                   

・初めての参加で、とても緊張していた様子でしたが、良い経験になりました。他のアスリートの方とも

               

               

・短い時間でしたが、このような機会を下さって学べた事がたくさんあったのでよかったです。【山内さん】

バドミントンを経験することができたので、このことを今後にいかしていきたいです。

                                           

                 

           

                  

               

アスリートの皆さんが楽しんでプレーされていることが、とても印象的でした。今回、ボランティアと

いう良い機会をいただいたなと思います。ぜひ、いろんな人に頑張っているアスリートの姿を見てほしい

                                  【連合愛媛

・一人一人が全力でバドミントンをしていて、とても楽しそうだなと思いました。

・大会の進行がスムーズで、ボランティアの方々も親切にしていただきありがとうございました。

                                       

・初めての参加で、とても緊張していた様子でしたが、良い経験になりました。他のアスリートの方とも

                  【ファミリー

                

・短い時間でしたが、このような機会を下さって学べた事がたくさんあったのでよかったです。【山内さん】

バドミントンを経験することができたので、このことを今後にいかしていきたいです。

                                            

                   

            

                   

                

アスリートの皆さんが楽しんでプレーされていることが、とても印象的でした。今回、ボランティアと

いう良い機会をいただいたなと思います。ぜひ、いろんな人に頑張っているアスリートの姿を見てほしい

【連合愛媛  

・一人一人が全力でバドミントンをしていて、とても楽しそうだなと思いました。      

・大会の進行がスムーズで、ボランティアの方々も親切にしていただきありがとうございました。

   【コーチ

・初めての参加で、とても緊張していた様子でしたが、良い経験になりました。他のアスリートの方とも

【ファミリー

 【福本さん】

・短い時間でしたが、このような機会を下さって学べた事がたくさんあったのでよかったです。【山内さん】

バドミントンを経験することができたので、このことを今後にいかしていきたいです。 

 【石田さん】

 【平塚さん】

 【河野さん】

 【郷田さん】

 【手嶋さん】

アスリートの皆さんが楽しんでプレーされていることが、とても印象的でした。今回、ボランティアと 

いう良い機会をいただいたなと思います。ぜひ、いろんな人に頑張っているアスリートの姿を見てほしい 

  上田さん】

 【村上さん】

・大会の進行がスムーズで、ボランティアの方々も親切にしていただきありがとうございました。 

【コーチ 丸田さん】

・初めての参加で、とても緊張していた様子でしたが、良い経験になりました。他のアスリートの方とも 

【ファミリー 桐野さん】

【福本さん】 

・短い時間でしたが、このような機会を下さって学べた事がたくさんあったのでよかったです。【山内さん】 

【石田さん】 

【平塚さん】 

【河野さん】 

【郷田さん】 

【手嶋さん】 

 

 

上田さん】 

【村上さん】 

丸田さん】 

桐野さん】 



              ２０１９年第５回スペシャルオリンピックス日本 

中国・四国ブロック競泳競技会 in 愛媛  開催しました! 

   

   ２０１９年１０月２７日（日）松山中央公園アクアパレットまつやまにて、『２０１９年第５回スペシャルオリンピックス 

日本 中国・四国ブロック競泳競技会 in 愛媛』を開催しました。 

前日に行われたピュアフル松山での交流会に参加した地区のスタッフからは「ナショナルゲームの時よりいいね」とのお声 

を多数いただき、ブロック内の絆がより一層深まりました。中四国ブロック内にアスリート・ファミリーの顔見知りが増える 

ことは、活動の範囲を広げるきっかけとなるもので、意義深いものとなりました。交流会のお世話をされた会員の皆様には、 

頭の下がる思いです。 

大会当日は、愛媛の会員と愛媛県水泳連盟の役員が早朝７時から全力で準備にあたり、８時３０分の選手団受付に間に合わ 

せる結束力を見せ、開会式から競技開始へと目の回る忙しさにも笑顔で動くスタッフに感動したものです。競技では、日頃より 

良い記録を達成できたアスリートもいれば、失格となったアスリートもいましたが、決められた同じルールの中で競い合い、 

自分に挑戦したことは、これからのプログラムの大いなる糧となるものと信じています。競技会後、各地区組織からは「アス 

リートにはいい経験になりました。」とのお声を多数いただき、とても嬉しく思っています。 

 本大会では、選手団１６６名（アスリート１２１名 コーチ４５名）、各地区応援団約１００名、ＳＯＮ・愛媛約５０名の 

３００名を超えるＳＯ関係者に加え、ボランティア約３０名、愛媛県水連・松山水泳協会から５５名の競技役員や、休憩無く 

最後まで手伝ってくれた、松山北高等学校・松山中央高等学校・松山西中等教育学校の３５名の補助競技役員等、１２０名を 

超える方々に、新たにＳＯの活動にご協力をいただきました。４００名を超える競技会を大きなトラブルや事故も無く終える 

ことができましたのも、関係者の皆様の尽力の賜物で、感謝しかありません。  

最後に、本大会にご協力いただいた、関係者の皆様はもとよりご協賛いただいた企業・団体・個人の方々にお礼申し上げます。

この競技会を契機に、スペシャルオリンピックス日本の活動が広く認知されると共に活性化しノーマライゼーション社会の 

推進に繋がればと強く願うものです。                         【 実行委員長 村上卓也 】 
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－５－ 

～参加された方々からの感想より～ 《中国地区》 

・大会参加が決まった頃から、毎日のように話題にするアスリ

ートもおり、皆大変楽しみにしていました。アスリート達から

は、どこに行くにも早朝からの行動にも何一つ文句や愚痴を聞

いたことがありません。 

 日頃の練習の成果を自分なりに発表できることを喜びにして

いるようです。人として尊重され認められる事が、アスリート

達の成長の糧となっていることを実感しています。ＳＯのさら

なる発展を期待しつつ、実行委員会、協力団体、ボランティア

の皆様の献身と御苦労に感謝いたします。 

【 ＳＯＮ・岡山さん 】          

・感謝しています!前日の交流会から当日の競技会運営まで、と

ても気を配っていただき有難うございました。アスリートとと

もに楽しく有意義な時間を持つことができました。 

愛媛にまた来たいね、 と思えるほど記憶に残る中国・四国ブ

ロック競泳競技会になったと思います。【 ＳＯＮ・山口さん 】          

・立派なプールで泳げて、アスリートたちも喜んでいました。

競技、表彰と運営が大変だったと思います。お疲れ様でした。 

 学生さんのてきぱきした動きが気持ちよかったです。 

                 【 ＳＯＮ・広島さん 】 

・ＳＯＮ・島根の競泳チームとして初の遠征でした。アスリー

ト１２名、コーチ６名計１８名で参加させていただきました。 

すばらしい施設でアスリートもコーチも驚いていましたが、 

泳ぎやすい環境で良いタイムを皆が出していました。 

ボランティアの皆さんも一緒になった運営で素晴らしかった 

と思います。 

皆様方に感謝いたします。島根も早くブロック競技会が開け

るよう努力したいと思います。 

 【ＳＯＮ・島根 ＳＰ委員長 尾原さん】 

～参加された方々からの感想より～ 《四国地区》 

・いろいろとお世話になりました。アスリートにとって想い出 

に残る大会となりました。本当にありがとうございました。 

今後とも宜しくお願い申し上げます。 【 ＳＯＮ・徳島さん 】           

・立派な設備が整ったプールで泳ぐことができて、良い経験 

になりました。楽しい懇親会、盛大な大会に参加することが 

できました。ありがとうございました。また、次回開催を楽 

しみにしています。また来ま～す。 【 ＳＯＮ・香川さん 】 

・いろいろとお世話になりました。アスリートにとって想い 

出に残る大会となりました。本当にありがとうございました。 

今後とも宜しくお願い申し上げます。【 ＳＯＮ・徳島さん 】 

・ＳＯのコーチを引き受けて初めての大きな大会でした。大会

に初めて出場する選手もいて、なれない大きなプールというこ

こともあり、少なからず緊張感を持って会場に向かいました。

しかし、松山のチームと合流し、皆様のサポートを得ながら少

しずつ緊張も解け楽しく参加することが出来ました。いくつか

想定外の出来事もありましたが、それもまた楽しい思い出にな

りました。また、たくさんの選手との交流はとても良い刺激に

なり、これからもがんばろうと気持ちを新たにしました。 

          【 ＳＯＮ・愛媛  コーチ黒川さん 】         

～ＳＯＮ・高知のアスリートより～ 

・今日はリレーを泳ぎました。つかれました。【 川渕さん 】 

・今日は、とっても楽しい一日でした。   【 斉藤さん 】 



 

ＳＯＮ・山口２０周年記念式典に参加しました! 

２０１９年１１月１６日と１７日の２日間にわたって開催されたＳＯＮ・山口２０周年式典と記念行事に参加 

してきました。 

この式典では、日本にスペシャルオリンピックスを誘致した、伝説の中村勝子さんのご講演から始まり、これま

での様々な支援者への表彰などで盛り上がりました。表彰状はアスリートの心温まる手書きの文面で、受賞者のみ

なさん感動されていました。 

その後は皆さんお待ちかねの懇親会。盛りだくさんのお料理とノンアルコール、ダイエット中の私はサラダしか

口に出来なかったのですが、アスリートたちの楽しそうな笑顔を見ているだけで幸せな気分になりました。 

翌日は場所を山陽小野田市にある山陽オートレース場に移しての一大イベントの開催。ＳＯＮの三井会長も駆け

つけ開会式に大きな華を添えてくださいました。また、１００名を超える自転車競技の一般参加者と３０名近い 

アスリートが一堂に会し、それぞれの耐久レースを競い合う姿は圧巻の一言でした。 

周辺会場を盛り上げるアトラクション、ゲームブースに飲食・物販ブース、更にはヘルシーアスリートプログラ

ムも実施していて、全ブースを廻り切れないほど充実していました。 

時間の関係上閉会式まで参加できなかったのは残念でしたが、来年度ＳＯＮ・愛媛２０周年記念式典等に参考に

なる材料をめいいっぱいお土産にさせて頂いた大満足の２日間でした。 

往復道中ずっと運転、エスコートをしてくださった苅田ＳＰ委員長、ありがとうございました。 

【 理事・ボランティア委員長 杉本太一 】 

 

ＳＯＮ・広島陸上競技会に参加しました! 

１１月１０日(日)、みよし運動公園陸上競技場にて開催された陸上競技会に、愛媛からはアスリート１０名・

コーチ３名・ファミリー６名が参加しました。 

三次市は盆地のため朝の気温が愛媛よりずっと低い予報だったので、防寒対策をしっかりして出かけました。

行く道中も霧が立ち込めて先が見えないほどで心配になりましたが、開会式をしているうちに秋晴れの清々しい

天気になりました。広島からは尾道支部・三次支部、鳥取、香川、高知そして愛媛。７０名のアスリートが日頃

の成果を発揮するべく、それぞれの競技に汗を流しました。 

大会最後は「２０２０年第７回ＳＯＮ冬季ナショナルゲーム・北海道」に向けて、みんなでトーチランをしま 

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈大会結果〉 

４００ｍ Ｄ１村上瑛一１位 Ｄ２一色陽輔２位  

Ｄ３村上浩樹１位 Ｄ４曽我部慎也２位 

８００ｍ Ｄ１塩﨑将大２位 Ｄ２村上裕樹２位 

１５００ｍ Ｄ２吉井昌和４位 Ｄ３玉井智也２位  

Ｄ３髙橋健太５位 

立ち幅跳 Ｄ５村上瑛一３位 

リレー  ２組みきゃんＢ５位  ３組みきゃんＡ５位 

－６－ 



  

西条市駅伝競走大会に参加しました! 

１２月２２日（日）西条市駅伝競走大会に４チーム参加しました。 

途中小雨が降る中のレースでしたが、アスリート達はファミリーや沿道の人たちの応援を力に変えて最後まで 

走り抜き、仲間のタスキをつなぐことができました。今年も新居浜特別支援学校の先生方にボランティアで参加し

ていただき、故障者に代わって代走も務めていただきました。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

第１３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開催！   ２０１９年１２月１５日（日） 

２０１９年１２月１５日（日）中央ボウルで、第１３回ＮＰＯ法人ＳＯＮ愛媛・松山湯築ライオンズクラブボウ 

リング競技会が開催され、岡山、山口、広島、鳥取、徳島、香川、愛媛の７県が参加してくださり賑やかな大会に

なりました。 

アスリート４２名、オープン参加１９名、計６１名が競技に取り組みました。いつも以上の成績を出せた人も 

いて、皆の楽しそうな顔を見れてよかったです。他県の方と交流できて、友達になれるといいなと思います。        

                               

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

－７－ 

今日は参加させていただきありがとうございました。 

毎年みなさんの走りにパワーをもらっています。 

これからも楽しく走って、周りの人にパワーを届けてください！ 

応援しています!     【 新居浜特別支援学校 真鍋友美さん 】 

～松山湯築ライオンズクラブさんの 

感想より～ 

・１３回目の開催でしたが、毎年一度では 

ありますが、元気に会えるのを楽しみにして 

います。     

・貴重な体験をさせて頂きました。 

 初めてのボランティアで、いたらない所だらけでしたが、私が元気をいただいた一日になりました。  【 坂田さん 】 

 ～参加者さんの感想より～ 

 ・違う県の仲間や見て応援している人達が、気持ち一つで応援し楽しそうなボウリング大会だったと思います。 

 毎年この行事が続くといいな!と思います。                     【 一般ボランティアさん 】 

 ・本日は、大変お世話になりました。試合ゲーム数がいつも３ゲームなので、もう１ゲームやりたかったみたいです。 

                                        【 ＳＯＮ・岡山 コーチさん 】 

  ・初めて参加させていただきました。とても楽しみにしていました。温かく迎えていただき、大会もスムーズにすすんで 

 いって、はりきって参加できました。ありがとうございました。            【 岡山ファミリーさん 】 
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池田香

和泉智恵子
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加藤敏浩

木原誠哉

鴻上康孝

佐々木有希子

白石尚子

須山広周

高木悦野

田口千春

田中小百合

土居マサ子

中川隆幸

野田雅仁

浜原道由

星加英子

真鍋光

村上直子

山平俊介

渡邊一彦
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株式会社イクシオ

コ

 有限会社合田機工商会

 

 ＡＹＵＲＡ
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 バドミントン競技会は、コープえひめ２０１９年度福祉活動基金助成を受けて開催しました。

 中国・四国ブロック競泳競技会

２０１９年ニュースレター賛助会員名簿（個人のみなさま）

相原健二  相原佐奈江

池田香   池田佐智子

和泉智恵子 和泉義人

大西環   大野文

加藤敏浩  数野美佐子

木原誠哉  公原憲代

鴻上康孝  合田久子

佐々木有希子 

白石尚子   

須山広周   

高木悦野   

田口千春   

田中小百合  

土居マサ子  

中川隆幸   

野田雅仁    

浜原道由   

星加英子    

真鍋光恵   

村上直子   

山平俊介   

渡邊一彦   

２０１９年ニュースレター賛助会員名簿（企業

株式会社石原自動車教習所

株式会社イクシオ

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社

有限会社合田機工商会

   ２０１９年ご寄付をいただきありがとうございました。

競技会へのご協賛各社

ＡＹＵＲＡ   

ＫＩＫＵＮＯ GROUP

株式会社とかげや

株式会社ロイヤルカーサービス

助成金をいただきありがとうございました。

              

※ 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。

バドミントン競技会は、コープえひめ２０１９年度福祉活動基金助成を受けて開催しました。

中国・四国ブロック競泳競技会

２０１９年ニュースレター賛助会員名簿（個人のみなさま）

相原佐奈江  

池田佐智子  

和泉義人   

大野文    

数野美佐子  

公原憲代   

合田久子   

 塩﨑晃英  

 白石美奈子 

 仙波康司  

  高木弘子  

 田口喜久  

  田中博   

  土居則行  

 中川真奈美 

  萩森君子   

 日野和幸  

  星加智也  

 水崎圭二  

 森内雅子  

 山平真美  

 渡辺晴美  

２０１９年ニュースレター賛助会員名簿（企業

株式会社石原自動車教習所 

株式会社イクシオ  株式会社小倉葬

カ・コーラボトラーズジャパン株式会社

有限会社合田機工商会  有限会社西条製作所

２０１９年ご寄付をいただきありがとうございました。

競技会へのご協賛各社

 K.T Fund Co

GROUP  協和道路株式会社

株式会社とかげや  西松建設

会社ロイヤルカーサービス

助成金をいただきありがとうございました。

              

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。

バドミントン競技会は、コープえひめ２０１９年度福祉活動基金助成を受けて開催しました。

中国・四国ブロック競泳競技会

２０１９年ニュースレター賛助会員名簿（個人のみなさま）

  青野毅   

 池田祐二  

 伊藤雄二  

  大野順一  

  亀田均   

   公原泰夫  

 合田幸弘  

  塩﨑温子  

 末松茂   

  仙波陽介  

 高木正敏  

 武田圭子  

 田中真澄  

 時岡洋祐  

 永井富子  

  萩原寛   

  日野眞理  

  本庄菊子  

  水崎理恵  

 森実保   

  山本京子  

 渡部房子  

２０１９年ニュースレター賛助会員名簿（企業

 株式会社伊予銀行

株式会社小倉葬祭社

カ・コーラボトラーズジャパン株式会社

有限会社西条製作所

２０１９年ご寄付をいただきありがとうございました。

競技会へのご協賛各社のみなさま

Co.，Ltd   

協和道路株式会社

西松建設株式会社 

会社ロイヤルカーサービス  石原スポーツ

助成金をいただきありがとうございました。

               

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。

バドミントン競技会は、コープえひめ２０１９年度福祉活動基金助成を受けて開催しました。

中国・四国ブロック競泳競技会 in 愛媛は、『三浦保』愛基金

２０１９年ニュースレター賛助会員名簿（個人のみなさま）

 秋山一郎  

  石川章代  

  井上博   

  大原直子  

   亀田優人  

  工藤美奈子 

  河野仁美  

 塩﨑喜代子 

 末松ひとみ 

  仙波良三  

 髙橋明   

 武田誠一郎 

 駄馬多恵子 

 時岡美恵  

  長野一朗  

 萩原貴美子 

 福島隆広  

  松下康平  

 宮﨑雅延  

 森平純子  

  山本修嗣  

  渡辺文喜  

２０１９年ニュースレター賛助会員名簿（企業

株式会社伊予銀行 株式会社えひめ保険企画

社   株式会社長曽鉄工所

カ・コーラボトラーズジャパン株式会社  社会福祉法人日野学園

有限会社西条製作所  有限会社ニュースポーツ

２０１９年ご寄付をいただきありがとうございました。

のみなさま 

  有限会社アート環境企画

協和道路株式会社  Hair and Wedding A#

   株式会社ファースト

石原スポーツクラブ

助成金をいただきありがとうございました。

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。

バドミントン競技会は、コープえひめ２０１９年度福祉活動基金助成を受けて開催しました。

愛媛は、『三浦保』愛基金

２０１９年ニュースレター賛助会員名簿（個人のみなさま）

  明比美佐子  

  礒真理子   

 今崎一洋  

  越智和代   

  苅田欣也  

 久米隆   

 児島秀雄  

 塩﨑眞士  

 杉森朝日新聞舗

  曽我部千尋  

 高橋健太郎  

 武田正直   

 谷本加代  

 徳増真弓  

 永易信正   

 橋本治子  

  福島久子  

  松下里美  

  宮道健二  

 森本里美  

  吉井章雄  

  渡部正之  

２０１９年ニュースレター賛助会員名簿（企業・団体のみなさ

株式会社えひめ保険企画

株式会社長曽鉄工所

社会福祉法人日野学園

有限会社ニュースポーツ

２０１９年ご寄付をいただきありがとうございました。

有限会社アート環境企画 

air and Wedding A#  

株式会社ファースト 

クラブ  富士ゼロックス四国株式会社

助成金をいただきありがとうございました。 

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。

－８－ 

バドミントン競技会は、コープえひめ２０１９年度福祉活動基金助成を受けて開催しました。

愛媛は、『三浦保』愛基金と松山水泳協会

２０１９年ニュースレター賛助会員名簿（個人のみなさま）

  浅井重喜 

   一色環  

   印南扶美恵

   落合操  

   川上ヒロ子

   久米敏子  

   近藤幸代  

   塩崎泰子 

杉森朝日新聞舗      

  曽我部冬子

  高橋さゆり

   田坂栄二 

  玉井茂明 

   年森恭子  

  長山成生 

  鳩﨑美穂子

   福田佳代子

  松田佳彦 

   三好みや  

   矢野信子  

   横井直美  

   渡部美穂  

・団体のみなさ

株式会社えひめ保険企画 株式会社イーエルプランニング

株式会社長曽鉄工所  株式会社レデイ薬局

社会福祉法人日野学園  不二印刷株式会社

有限会社ニュースポーツ  富士ゼロックス四国株式会社あいさとくらぶ

２０１９年ご寄付をいただきありがとうございました。  落合

   おりひめ友禅

   ｋｏｋｏ

  株式会社プライムコンサルティング

富士ゼロックス四国株式会社

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。

 

バドミントン競技会は、コープえひめ２０１９年度福祉活動基金助成を受けて開催しました。

松山水泳協会の助成を受けて開催しました。

２０１９年ニュースレター賛助会員名簿（個人のみなさま）２０１９年１月１日～１２月３１

  浅井則生 

   一色豊   

印南扶美恵 宇都宮智子

   梶原隆司  

川上ヒロ子 河島淳子  

  久米恵  

  佐々木章公

  篠原博  

    鈴木豊博  

曽我部冬子 高岡栄美子

高橋さゆり 髙橋猛  

  田坂有祐 

  玉井孝明 

  戸田幸  

  長山諒太 

美穂子 ハトの会  

福田佳代子 福桝正  

  松本義雄  

  村上潤二 

  山内真二  

  龍門壮太  

  渡部有架  

・団体のみなさま） 

株式会社イーエルプランニング

株式会社レデイ薬局  

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

落合 操    

おりひめ友禅株式会社

ｋｏｋｏ`ｏ  株式会社石材振興会

株式会社プライムコンサルティング

富士ゼロックス四国株式会社 

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。

バドミントン競技会は、コープえひめ２０１９年度福祉活動基金助成を受けて開催しました。 

の助成を受けて開催しました。

２０１９年１月１日～１２月３１

  飯尾久美子

   石丸妙子  

宇都宮智子 宇都宮唯  

  片上嘉予  

  河北万里  

   栗田弥和   

佐々木章公 佐々木貴裕

   柴田徳子  

  角倉正雄   

高岡栄美子 高岡央行 

   高橋信晃  

  田所美恵  

  田村千代子

    中岡正美   

  難波江千春

  馬場耕三   

   福桝恵  

  松浦侯子  

  村上卓也 

  山下清子  

  龍門洋美  

  和田麻喜  

株式会社イーエルプランニング  

  伯方塩業株式会社

  株式会社松山ステージサービス

富士ゼロックス四国株式会社あいさとくらぶ

  株式会社石材振興会

株式会社    亀井サンキ株式会社

株式会社石材振興会

株式会社プライムコンサルティング 

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。

 

の助成を受けて開催しました。

２０１９年１月１日～１２月３１日

飯尾久美子  池田和弘

   石丸信子

   岡部靖雄

   加藤哲二

   木原明美

   鴻上千春

佐々木貴裕  佐々木民子

   白石敦彦

   角倉若美

   高岡令子

   高橋道明

   田所裕樹

田村千代子  津吉敏彦

   仲神繁秋

難波江千春  野島小百合

   浜原光男

      藤田いづ

   真鍋秀美

    村上千恵美

   山田広子

   若槻弘幸

   和田誠 

  風早集会所

伯方塩業株式会社   

株式会社松山ステージサービス

富士ゼロックス四国株式会社あいさとくらぶ

株式会社石材振興会 

亀井サンキ株式会社

株式会社石材振興会   室屋

    正岡電設

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。 

の助成を受けて開催しました。 

日 
池田和弘  

石丸信子    

岡部靖雄 

加藤哲二  

木原明美 

鴻上千春 

佐々木民子 

白石敦彦   

角倉若美 

高岡令子 

高橋道明  

田所裕樹   

津吉敏彦 

仲神繁秋 

野島小百合 

浜原光男 

づみ 

真鍋秀美 

村上千恵美  

山田広子 

若槻弘幸 

   

風早集会所  

 

株式会社松山ステージサービス 

富士ゼロックス四国株式会社あいさとくらぶ  

 

亀井サンキ株式会社  

室屋 

正岡電設 


