
 

 

     

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        「輝いた「輝いた「輝いた「輝いた 2222 日間」日間」日間」日間」 

 スペシャルオリンピックス日本・愛媛の第 2回バトミントン競技会は、遠く九州からの参加も得てに

ぎやかでした。何よりも日常の練習では出会えない多くのアスリートの仲間が、互いに笑顔を見せなが

ら張り切って会場を行き来している姿は、うれしいことでした。試合の成績もさることながら、あの輝

いている一つひとつの場面が楽しい思い出として、彼ら、彼女らの力になることを願っています。今回、

多くの学生や生徒のボランティアが参加協力してくださいました。若い人たちが障害を持つアスリート

の競技を様々な角度から支援する中で、学んでくださったことは多いと確信しています。こうした交流

の場を持てたことも今回の競技会の成果でした。 

 この競技会は、ファミリーを中心とした実行委員会の皆さんの粘り強い努力で開催にこぎつけられま

した。アスリートの皆さんの輝きを導いてくださった委員の皆さま、そしてこの競技会にご協力くださ

った地域の関係者の皆様に心からの感謝をささげます。      （大会長 立川百恵）        
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  ２０１３年６月２９日(土)・３０日(日)の両日、中四  

国地方から SON・香川、SON・岡山、SON・広島、また、 

九州地方からは、SON・大分、SON・熊本と SON・愛媛の 

総勢６８名の選手団が、松山市青少年センターで熱戦を 

                    繰り広げました。   

   開会式には長谷川淳二愛媛県副知事をはじめ、野志克仁松山市長、瀧山愛媛県バドミントン協 

  議会副会長にもお越しいただき、華やかなスタートとなりました。 

  競技会は、愛媛県バドミントン協会さんや松山市レディースバドミントン協会のみなさま、中 

 高生のボランティアさんのスムーズな進行により、アスリートの練習の成果が如何なく発揮され、 

 笑顔と喜びに満ち溢れた試合が展開されました。 

  予選エキシビションでは、県下トップクラス４名の中学生ダブルス、更には一般シングルスで 

 イズワンさん、田坂さんのスペシャルマッチを観戦する幸運にも恵まれました。芸術的スーパー 

 プレーにアスリートのみならず観客全員が引き込まれました。 

  決勝前の交流会も、沢山の選手団とファミリーの皆さまがご参加くださり、普段の練習風景や 

 運営、アスリートたちの成長や学びについて様々な意見交換が行われ、地区競技会の楽しみの一 

 つとなっています。 

  最後の表彰式では、アスリートたちの胸に輝くメダル、誇らしげなみんなの顔、それを心から 

 喜ぶファミリーやボランティアの笑顔に感動し、支援して下った様々な協力企業さまや団体の皆 

 さまに改めて感謝の気持ちが沸き起こりました。 

  実行委員会メンバーの皆さまをはじめ、一般と学生の審判団の皆さま、一般とファミリーのボ 

 ランティアさんを合わせると１００名を超える方々、更には飲料・印刷・景品・ウェア・駐車場 

 等のご協力に深く感謝申し上げ、２０１３第２回バドミントン地区競技会の報告と致します。 

                                （実行委員長 杉本太一）  

                                             

   

   

   

   

   

   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

第２回 SON 愛媛バドミントン競技会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とても楽しいです! 

勝ててうれしいです! 

ボランティアさんの声ボランティアさんの声ボランティアさんの声ボランティアさんの声    

・アスリートとふれ合うことができてよかった。

・とても良い大会でした。 

・スタッフの人が優しく教えてくれて良かった。

・みなさんが頑張ってる姿に感動した。 

・一生懸命、楽しそうにやっているのを見て、 

 自分もやる気がでた。 



                         

             

    

    

    

 色んな人と試合ができて楽しかったです。  （康平） 

 

 新居浜以外の人と対戦できて良かったです。 

 初めての競技会は緊張したけど楽しかったです。 

 エキシビションの対戦がすごかったです。 

 メダルをもらえて嬉しかったです。 

 練習をたくさんして、また試合をしたいです。（大和） 

 

 SON を支えて下さる大勢の方々のお陰でアスリートたち  

 が日頃の練習の成果を発揮する機会をいただきましたこ 

 と、ありがたく思っております。 

 競技会初参加の息子はこの２日間で、自分の所属ブラン 

 チは勿論、ブランチ以外のアスリートと対戦することで 

 緊張や悔しさも感じたでしょうし、何よりバドミントン 

 の楽しさとまた頑張るぞ!という気持ちを増すことがで 

 きたようです。皆さま本当にお疲れ様でした。そしてあ 

 りがとうございます!!        (小笠原)    

 

 とても有意義な競技会をありがとうございました。 

 普段少人数の活動ばかりの新居浜のアスリート達は多く 

 の方と試合でき技術・精神的にも成長できたと思います。 

 やはりファミリーはアスリートの笑顔が 1番です。メダ 

 ルをかけたアスリートは皆輝いていました。準備に携わ 

 ってくくださった皆様本当にありがとうございました。 

                    (村上) 

 

 

第２回第２回第２回第２回 SONSONSONSON 愛媛バドミントン競技愛媛バドミントン競技愛媛バドミントン競技愛媛バドミントン競技会会会会     



スペシャルオリンピックス日本・愛媛のブランチを紹介します。 

 

        新居浜新居浜新居浜新居浜ブランチブランチブランチブランチ    ～～～～心心心心はひとつはひとつはひとつはひとつ～～～～                    

    

    

    

    

            

    

    

            新居浜ブランチは６ファミリーですが、アスリートの競技会参加を推進する為の２回のコーチ 

 クリニックを実施してきました。わが子以外のアスリートの引率をする事と競技の内容を理解す 

 る事を目的として、認定コーチの資格をファミリー全員が一人１～３種目取得しています。バド 

 ミントンでは現役トッププレイヤーのコーチも座学・実技の講義を受け認定コーチの資格を取得 

 して頂いています。 

   また今回のバドミントン競技会でもアスリートのよき理解者となり、競技進行を手際よくして 

 いただき、本当にありがたいと感謝しています。 

   水泳でもスイミングスクールのインストラクター経験者のコーチが座学・実技の講義を受講し 

 て頂き  水泳プログラムも正式に活動が開始されました。熊本の全国水泳競技大会で水泳デビュ 

 ーしました。 

                                                                                                                        （ 新居浜ブランチ長 村上 ） 

  

 

SONSONSONSON 熊本設立熊本設立熊本設立熊本設立 20202020 周年記念全国水泳競技大会周年記念全国水泳競技大会周年記念全国水泳競技大会周年記念全国水泳競技大会 

                   ５月３日～５日 

 

 

 初めて挑む大会で、しかも２泊３日という長い日程の中、 

緊張と不安の中で始まりました。 

 開会式で愛媛選手団として入場する姿を見たときは感激 

しました。華やかな開会式、他県のアスリートとの交流、 

宿泊など息子には何もかもが初めての経験で、きっと心は、 

はりさけそうなくらいバクバクだったと思います。 

 ３日目の決勝、ビート板を持って、スタートしゴールし 

た時は、感動で涙が溢れそうになりました。初めて臨んだ熊本大会、銅メダルを胸に笑顔で終われ 

たのもコーチやボランティアの方々の暖かい励まし、応援が力に・・・。 

 きっと次につながる自信になったと思います。ありがとうございました。   （秋山） 

 

 コーチとして初めての参加…。緊張の３日間でした。 

でも、アスリートの頑張る姿に感動。ボランティアさんの好意にも感動。素晴らしい経験をさせて 

頂きました。また、機会があれば是非参加させてもらいたいです。        （伊藤コーチ） 



         

 

   

  

 

 

 

 

 

 

   ＳＯ・今治は 暑い中でも元気でバスケット・ボウリングのプログラムを頑張っています。 

  最近では高校生のボランティアさんがよく参加してくれて いい刺激になっています。 

   その他の余暇活動として ホタル観賞会や 帆船日本丸のライトアップ見学、そして有志 

   の方々のお誘いを頂き、田植体験をしました。子供達はともに経験することによってチーム 

   ワークが生まれ、それがスポーツ活動に繋がっていると思います。 

   来年のナショナルゲームに向けてがんばっていきます。 

                             （ 今治ブランチ長 小澤 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＳＯＮ・愛媛も、ＮＰＯを取得して２年目を迎え昨年の１０周年記念行事を終え、松山東温ブランチでは、 

アスリートと共にスポーツ・その他・ボランティア活動（どてかぼちゃ）など充実した活動を、行っています。 

 また、年々少しずつですが会員数も増えてきて、現在アスリート ４８名（男３７名・女１１名）・コーチ６名 

ファミリー６３名で楽しく活動しています。水泳のプログラムでは、５月に熊本の大会に参加し、バドミントン 

では６月に松山で競技会が行なわれ他県からも多くの参加者がありました。ボウリングのプログラムでは 

来年１月に競技会を予定しています。ここで、残念な報告があります。かねてより、お聞きになっていると 

思いますが、スケートのプログラムにおいて会場（イヨテツスポーツセンター）の利用が愛媛国体優先の 

為プログラムが、休止になっていて非常に残念です。 

 その他コーチクリニックの参加（新居浜・バドミントン）（松山・ゴルフ）も多くファミリー・コーチの意欲を感 

じます。ちかじか、卓球・タグラクビー・サッカーなどのコーチクリニックを行って行きたいと思います。 

                                         （ 松山東温ブランチ長  末松  ）  

今治ブランチ 

松山東温ブランチ 



 

        西条西条西条西条ブランチブランチブランチブランチ                        

    

    

    

    

    

    

    

  西条ブランチでは陸上のプログラムを行っています。 

  アスリートは現在２４名、１４才から３５才と年齢層も幅広く、地域も西条市だけでなく、 

 四国中央市・新居浜市・今治市・松山市から参加しています。 

  活動は月２回ほど西条市ひうちの運動公園や体育館で行っていますが、年に２回は記録会を 

 開催しています。今年度も６月１６日(日）に、ひうち陸上競技場で実施しました。 

  種目は１００ｍ・２００ｍ・４００ｍ・８００ｍ・１５００ｍと４００ｍリレーです。 

  自己ベストを出そうと一生懸命に走るアスリートや、マイペースで楽しく走るアスリートな 

 ど様々ですが、皆いい汗をかいていました。 

  これからますます熱くなりますが、熱中症に気をつけて頑張っていきたいと思います。 

                               （ 西条ブランチ長 村上 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             スポーツプログラムを紹介します。 

    スペシャルオリンピックス日本・愛媛では下記のトレーニングプログラムを実施しております。  

 

 

        下記の下記の下記の下記のプログラムも、開設に向けて準備しています。プログラムも、開設に向けて準備しています。プログラムも、開設に向けて準備しています。プログラムも、開設に向けて準備しています。    

 

 

   スペシャルオリンピックスでは、アスリートの障害の様子にかかわらず、誰もが参加し、そして 

 上達できるようにスポーツトレーニングプログラムをできるだけ継続して行うようにしています。 

                    ご興味のあるプログラムがある方は、ご一緒に参加してみませんかご興味のあるプログラムがある方は、ご一緒に参加してみませんかご興味のあるプログラムがある方は、ご一緒に参加してみませんかご興味のあるプログラムがある方は、ご一緒に参加してみませんか???? 見学も可能です。見学も可能です。見学も可能です。見学も可能です。   

バドミントンバドミントンバドミントンバドミントン    水水水水    泳泳泳泳    陸陸陸陸    上上上上    ボウリングボウリングボウリングボウリング    

タグラグビータグラグビータグラグビータグラグビー    

バスケットボールバスケットボールバスケットボールバスケットボール    

自転車自転車自転車自転車    サッカーサッカーサッカーサッカー    卓卓卓卓    球球球球    ゴルフゴルフゴルフゴルフ    



           

                                                2013201320132013 年賛助会員の皆さま年賛助会員の皆さま年賛助会員の皆さま年賛助会員の皆さま                １月１日～６月３０日現在 

賛助会員（個人）賛助会員（個人）賛助会員（個人）賛助会員（個人） 

 浅井重喜 相原健二 赤瀬百合子 秋山好公 飯尾久美子 池田和弘 和泉智恵子 一色環 一色豊 井上作一 大野文 

 印南扶美恵 大原しのぶ 緒方美津子 荻山昭二 大西環 岡部靖雄 小笠原由美 小澤星矢 越智廣 越智和代 大西薫 

 久米智子 汐崎貴大 山口由美 矢野由貴奈 西本敬子 藤原秀博 水崎圭二 熊谷玲子 梶原隆司 越智清 久米敏子 

 加藤典子 角倉正雄 苅田拓也 河上幸彦 河北康佑 公原泰夫 清川美和 工藤美奈子 定岡芳子 合田久子 河野由紀 

 尾ノ上禅 岡田勝利 小林幸子 佐々木昌子 定岡麻衣 時岡美恵 塩﨑晃英 塩﨑英雄 篠原博 白石俊介 末松茂 

 杉森朝日新聞舗 鈴木豊博 関宏孝 仙波良三 仙波康司 高岡央行 高岡淑子 高岡栄美子 高木悦野 曽我部修  

 高木弘子 高橋健太郎 難波江千春 髙橋信晃 田坂栄二 立川凉 田所美恵 田中俊雄 田村千代子 出水正雄 山本壽 

 土居園江 土居千寿夫 土居則行 年森恭子 永井富子 仲神早予子 長山成生 中川隆幸 長野圭すけ 松下和弘 

 新居田利廣 西﨑祐衣 野島貴文 野田チヨ 野間由貴子 橋本治子 馬場耕三 桧垣慧 東優子 日野和幸 福島隆広 

 福田佳代子 星加英子 本宮則子 本庄菊子 松浦侯子 松下里美 山内幸子 松長和志 松本友子 松本義男 眞鍋優斗 

 三馬澄子 宮内芳美 宮岡賢子 宮田美輪 宮脇仁美 向井至 村上諄時 村上卓也 村上哲二 村上直子 森平純子 

 森本真博 武田正直 徳永陵 髙橋明 山崎志信 山下貴弘 山田広子 山平真美 山本昭典 横井直美 横内小瑜美 

 吉井秀樹 柳原知可 吉田千波 龍門壮太 渡邊一彦 渡部和美 松田良雄 渡辺文喜 渡部正之 渡部美知子 新居田香代 

 浅野桂子 明比美佐子 伊藤悦子 伊藤律子 小野基美 数野美佐子片上嘉予 加藤哲二 児島秀雄 佐々木民子 

 星加智也 星加理恵子 三谷治子 森内雅子 山下沙弥加 渡辺晴美  

賛助会員（企業）賛助会員（企業）賛助会員（企業）賛助会員（企業） 

  伊藤自動車(株) (株)小倉葬祭社 亀井鐵鋼(株) (有)合田機工商会 (有)西条製作所 (株)長曽鉄工所 (株)東洋印刷 

 (株)イーエルプランニング 日新産業(株) 伯方塩業(株) ふきのとう 三浦工業㈱ (株)レディ薬局 (有)ニュースポーツ 

 四国コカ・コーラボトリング(株)  

ご寄付（企業・個人）ご寄付（企業・個人）ご寄付（企業・個人）ご寄付（企業・個人） 

 伊予銀行本店 風見集会所 コープえひめ松山東ブロック 学校法人聖カタリナ学園 松山ステージサービス 

 社会福祉法人日野学園 寺尾電気設備(株) 大西愛子 小国恵子 村上博 大橋恵子 

   

                     

         ※ 順不同 敬称略 

 

          

 

          

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

お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先    

ＮＰＯ法ＮＰＯ法ＮＰＯ法ＮＰＯ法人人人人    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・愛媛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・愛媛    

                                                                                                    SONSONSONSON 愛媛愛媛愛媛愛媛    事務所まで事務所まで事務所まで事務所まで    

    〒７９０－０９６７ 

     松山市拓川町３番地４４号 日野学園内  

            TEL・FAX ０８９－９４１－５６３０ 

   メールアドレス： son_ehime@son.or.jpson_ehime@son.or.jpson_ehime@son.or.jpson_ehime@son.or.jp    

                ＳＯＮ愛媛 ＨＰ:  http://www.sonhttp://www.sonhttp://www.sonhttp://www.son----e.come.come.come.com    

    

発行 スペシャルオリンピックス日本・愛媛 広報 

 皆様皆様皆様皆様    ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。    

    心より感謝申しあげます。心より感謝申しあげます。心より感謝申しあげます。心より感謝申しあげます。 

 

アスリートのみなさんの頑張り、それを支え

ている方々の紹介を掲載させていただきまし

た。一生懸命な姿、笑顔いっぱいの写真を 

ぜひ、ご覧ください。 

これからもご支援ご協力 

お願いいたします。(G) 


