
 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスとＳＯＮ・愛媛の対応！   

           ２０２０年２月２３日、ＮＰＯ法人スペシャルオリンピックス日本・愛媛は総会を 

          開催し、無事に終了しました。ところが一息ついたところに愛媛県内でも感染者が 

          確認されたという報道があったので、私たちはＳＯＮの対応方針を参考にしてとり 

          あえず３月末までのプログラム実施の自粛をお願いしました。その後この感染症は 

          パンデミック(世界的大流行)となり、米ジョンズ・ホプキンズ大学の集計によると、

６月２２日現在、新型コロナの感染者は９００万人を超え、死者は４６万９０００人

を上回っているということで人々の移動の自由が制限されるに至りました。 

 ＳＯＮ・愛媛ではこうした状況に鑑みて事業活動を休止してきたのです。この間、皆様はどのように過ご

されましたか?周知のように国レベルでは、補償などの対策を立てず、専門家の意見も聴取せず、首相によ

る突然の「全国一斉休校」で教育現場では大きな混乱が起き、子どもたちは身体も心もＳＯＳ。その上４月 

には緊急事態宣言が出され、全国的に学年末から５月末まで休校状態となりました。子どもたちや学生たち

のいない学校は、寂しく辛いものでした。子ども・青年たちの明るい声、笑顔がどんなに大事であったか、 

あらためて実感したものです。幸い、学校は『３密』を避けながら再開されてきました。今後、子どもの生

活と発達の権利保障、そして学習権保障がなされるか、きめ細やかな対策が講じられなければなりません。 

 スペシャルオリンピックスの活動においても、コロナウイルス感染予防のための知識と行動をていねいに 

伝えるとともに、楽しい生活とアスリート仲間との交流を工夫し、意欲と希望を励まし応援していく姿勢が 

求められます。遅ればせながら６月２０日、第１回運営委員会が開かれました。場所は、愛媛県身体障がい

者福祉センター２階大会議室。会場一つとっても、いつもの場所と離れてみてありがたさがよくわかりまし

た。日野学園には感謝です。 

 さてこの日の協議事項は、①トレーニングプログラムを実施するための取り組み、②競技会の実施(開催)  

③他地区組織への競技会参加、④今後のイベント等の実施、⑤その他でした。協議用の資料が事前に配布 

されていたので、それにもとづいて協議。その結果、①感染症対策については、原案を生かしながら修正案 

を考慮し、事務局が再度まとめ直し運営委員に送付した上で決定する。②プログラムの再開にあたっては、 

健康観察カードへの記入をするとともに、非接触型体温計が必要になるので事務局で若干購入する。③ボウ

リング競技会をするのであれば、愛媛のアスリートだけで実施する。④他地区組織への競技会参加は、今年

はしない。⑤予定していたイベント、ＨＡＰとチャリティーゴルフは中止する。今年度予算の減額補正は行

わず、年度末に収支決算をする。その他、今治ブランチから会員の中で透明マスクの開発があったことが報

告されました。 

                                 【 理事長  山本万喜雄 】           
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渡部翔太さんの切実な願いを描いた絵です。
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・ウォーキングをして、運動不足を解消しています。あと、家中掃除機をかけるのが今の仕事です。

土日は近所のスーパーや１００均にちょっとだけ買い物に行くのが、ちょっとした楽しみです。

・浩樹・裕樹は、毎日コロナ感染者の数を気にしてて、「自粛はいつまでですか？」と言っています。

本当に早く日常がかえってきて欲しいですね。

・私は、ガーデニングとマスク作りをしています。お手製のマスクにチコちゃんのアップリケを

つけてあげると、真理さんは毎日喜んでしています。

  チャレンジしています

・プログラムの開始が待ち遠しいです。

  わが家は親子でリメイクしていた祖母の椅子と

テーブルがやっと完成しました。

  木工のこいのぼりは瑛一さん、古布は母作です。

また、家庭菜園も庭も充実しました。でも、早くみんなに

会いたいです。
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