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２０１３年度総会報告

２０１３年度の定例総会が、２月１７日（日）午後２時から、松山市の男女共同参画推進センター
（コムズ）で社員７８名（実出席３２名、委任出席４６名）の参加で開催されました。
来賓として、（株）伊予銀行、四国コカ・コーラボトリング（株）のご参加をいただき、感謝状贈呈
をしました。議案は、２０１２年度活動並びに決算報告、２０１３年度活動計画並びに予算、定款の
一部変更、役員改定で、すべての議案が承認されました。議題終了後、６月開催の中四国・九州ブ
ロックバトミントン競技会、新しいプログラム「タグラグビー」の説明などがありました。
以下に、今年度活動計画並びに予算、新役員を紹介します。

● ２０１３年度主な活動計画

● SON愛媛スポーツプログラム

1/26(土)水泳コーチクリニック(新居浜)
プログラム
4/13(土)第1回運営委員会
地区連絡協議会・スポーツプログラム全国会議参加(東京)
4/20(土)4/21(日)認定コーチ研修会(香川)
プログラム
5/3～5/5 熊本水泳大会
6/29(土)、6/30(日)バドミントン地区競技会
9/8(日)どてかぼちゃカーニバル
9/22(日)中四国ブロック水泳競技会(高知)
チャリティゴルフ
岡山地区大会

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

バドミントン
陸 上
ボウリング
バスケット
水 泳
スピードスケート
フィギアスケート
タグラグビー

● 2013年度予算書
収入の部
（単位：円）
科 目
会費収入
寄付金等収入
事業収入
雑収入
収入計

支出の部

予 算
1,568,000
2.600.000
200,000
100,000
4,468,000

備

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
スポーツP参加費収入/その他の事業参加費収入/ノンスポーツP参加費収入
雑収入

（単位：円）
2,440,800 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

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

2,027,200 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

支出計
● 新役員

4,468,000
（敬称略)

理事 石原 実 大上 俊輔 小川 純人 小澤美香子 苅田 欣也 塩崎 晃英 末松 茂 杉本 太一
立川 百恵 野島 貴文 日野 二郎 澤田 公子 松井 宏治 村上 潤二 村上 哲二 渡部 房子
監事

岩城 一範 原田 満範

顧問

下田 正

-1-

南予活動への第一歩

みぞれ交じりの氷雨が降る１２月２日（日）
、愛媛県立宇和特別支援学校の体育館で、
「スペシャルオリンピックス日本・愛媛」のイベントを南予地域で初めて行ないました。
南予から関係者が４３名、東・中予からアスリート・ファミリー、ボランティアなど６４名
参加しました。映像を使って組織や活動の説明をした後、バドミントン・陸上などの競技を、
コーチの指導のもと、みんなで身体を動かしました。
プログラムに参加した南予の方たちは、アスリートと共に楽しみ、笑顔の輪が広がったと
思います。この取り組みは、ご協力いただいた宇和特別支援学校の関係者さんや、当日駆け
つけて下さった皆さんのおかげで、成功することができました。
早朝から準備したプロジェクトチームの皆さんも参加者から「楽しかった!!」「南予でも始め
たい!!」などの声に励まされた一日でした。

コーチ・クリニックに参加して!
コーチ・クリニックに参加して!

ＳＯには様々な方々が関わって下さっていますが、今回の 3 人のトレーナーの先生方も、ひとり
ひとりの個性を大切に共に学び共に生きるというインクルージョンの理念をとても自然に当たり前の
こととして実践しておられ、こういう素敵な先生方がいらっしゃるんだ！と感動しました。
受け身になりがちなアスリートにももっともっとできることを考え自己肯定感を上げる、社会参加
するためにはルールを守る大切さを教える、自分たちにできる社会貢献をすることでＳＯの周知を図
る等、日々の活動を省みてハッとさせられることがたくさんありました。
水泳の実技は本当に楽しく、もっと教えてもらいたいと思うひとときでした。ありがとうございました。

【 佐々木 昌子 】
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ＳＯＮ岡山地区大会で素晴らしい競技を展開！
ＳＯＮ岡山地区大会で素晴らしい競技を展開！
2012 年 11 月 18 日、松山東温ブランチ・バドミントン PG はアスリート 12 名、コーチ・スタッフ 15 名の
計 27 名で、SON 岡山地区大会に臨みました。予選〜決勝と長丁場の試合を、集中力を絶やさず、最後まで
諦めない粘り強い姿勢で素晴らしい競技を展開しました。勝って満面の笑みを振りまくアスリート、負けて
悔し涙を流すアスリート、それぞれが精一杯の力を出し切ったと強く感じました。特に、初めてシングルス

に挑戦した宮脇萌さんの頑張りには、コーチもスタッフも涙が溢れてきました。
感動をありがとう！
2013 年、お互いの地区で開催予定の競技会での再会を誓って、大会は幕を閉じました。

【 長山 成生 】

水泳を頑張っています!!
水泳を頑張っています!!
僕は、水泳を頑張っています。クロールと背泳ぎを
特に頑張っています。一昨年の山口大会では、他県の
ＳＯの仲間と交流ができて良かったです。
今年９月の高知大会を楽しみに、これからも練習を
頑張っていきます。また、一緒に水泳をしてくれる
ボランティアさんを待っています。
【 龍門 将人 】

タグラグビーの紹介!
タグラグビーの紹介!
タグラグビーとは危険度の高いタックルを、タグに置き換え、ラグビーのルールを基に単純化した内容で、
年齢や性別、経験に関わらずプレイ出来るスポーツです。スクラムなどの接触プレーや、キックも禁止され
ています。１チーム５人のプレイヤーで試合を行う。得点は「トライ（ = １点）
」のみです。
相手ゴールラインにボール保持者がボールを持ち込み、下方向に圧力をかけてグラウンドに付ける事で成立
します。タグとは、飾りヒモのことで、プレイヤーの腰に「タグベルト」を巻き、そこに左右２本のタグが
マジックテープを付けています。このタグを相手プレイヤーが取る事で、タックルの代わりとなります。
このタグが４回取られた場合、そのチームから攻撃権が相手チームに移動します。但し、防御側が取った
タグは捨てたりせず、相手に返さなくていけない。という競技です。
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ＳＯＮ・愛媛創立１０周年・ＮＰＯ法人取得記念事業に参加して

私は、企業のＣＳＲ活動担当者として、２年ほど前から間接的にＳＯＮ・愛媛の活動を微力ながら応援させて
いただいております。このたび、平成２４年１０月に松山市野外活動センターにおいて行われた記念事業に、入
浴支援ボランティアとして参加させていただきました。初めての参加で内心とても不安でしたが、いざ大浴場に
入ると、初対面でも気兼ねなく話し掛けてくれるアスリートのみんなに、逆に助けてもらいました。
現場ではボランティアとして手伝う場面は本当に少なく、みんなしっかりと自分の事は自分で行い、片付けも
しっかりできていました。他のスタッフの方から「最初から出来たわけではなく、ＳＯＮ・愛媛の活動などを通
じて、他人との接し方やいつもと違う場所での振る舞いなどを学べている」と教えていただきました。アスリー
トが、社会生活に必要な

多くのことを学べるかけがえのない貴重な機会として、今後もますます活動が広がっ

ていくことを、心よりご祈念申し上げております。
【

伊予銀行

広報ＣＳＲ室

松本

知大

】

2012 年 3 月 18 日～2013
年 2 月 17 日までにご支援いただいた方々
日～
企業・団体賛助会員
株式会社イーエルプランニング ・株式会社レデイ薬局 ・小倉葬儀社 ・ふきのとう ・亀井鉄鋼株式会社（本部）
国際ソロプチミスト松山 ･（有）ニュースポーツ ・山華ソフトボールナイターリーグ ・(有)合田機工商会 ・(有)西条製作所
(株）三浦工業 ・株式会社長曽鉄工所 ・伊藤自動車株式会社 ・富士ゼロックス四国あいさとくらぶ ・株式会社東洋印刷

協力企業
株式会社石原自動車教習所・株式会社えひめ飲料・株式会社日本交通社・株式会社タウン開発・四国乳業株式会社・ミラーズウサ
四国コカ・コーラボトリング株式会社（愛媛支店）・シネマサンシャイン・社会福祉法人日野学 ・太陽テクノサービス株式会社
ダイヤアルミ株式会社 ・高須賀農園 ・日清食品株式会社松山営業所 ・北条カントリークラブ ・富士ゼロックス四国株式会社

ご寄付
伊予銀行・コープえひめ東ブロック・近藤修・上甲泰・田中千枝・田中俊雄

一般賛助会員
172 名のみなさまより、温かいご支援を賜りました。

編集後記

２０１２年度感謝状贈呈先
地域のみなさんに、SON・愛媛のこと、

・ 株式会社伊予銀行様
アスリート(選手)が頑張っていることを、

・ 四国コカ・コーラボトリング株式会社様
どんどん紹介していきたいと思います。

・ 富士ゼロックス四国株式会社様
もっともっと、輪が広がるようにニュー

・ 田中 千枝様
スレターを作って
いきたいと

※

このニュースレターの印刷は、富士ゼロックス四国㈱
おもいます。

様に、ご協力していただいています。
【
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】

