
  4/13(日)　事務局長会議（東京）　

　6/　8（日）　県障害者スポーツ大会（ボウリング）

　7/　5（土）　県障害者スポーツ大会（水泳）

　9月～　　　　トーチラン

　11/　1（土）～　3（月）　ナショナルゲーム（福岡）

　　　　　  　　チャリティゴルフ

　収入の部　　　（単位：円）　収入の部　　　（単位：円）　収入の部　　　（単位：円）　収入の部　　　（単位：円）

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

消耗品費/修繕保守費／通信運搬費/旅費交通費/雑費

　　　　●●●●　新役員　　　（敬称略)　新役員　　　（敬称略)　新役員　　　（敬称略)　新役員　　　（敬称略)

　理事理事理事理事　 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　　村上千恵美　　渡部　房子　　

　監事　監事　監事　監事　　岩城　一範　　　原田　満範          　　  顧問　　　顧問　　　顧問　　　顧問　　　下田　正

　  　7.　 フィギアスケート

  4/12（土）地区連絡協議会　 

　　管理費

1,140,000              

人件費/会議費／印刷製本費／光熱水料費／消耗什器備品費

　  　8.　 タグラグビー

予　算予　算予　算予　算 備　　　考備　　　考備　　　考備　　　考

1,670,000              
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　　支出計　　支出計　　支出計　　支出計
5,170,000              

  3/　1(土)　中国・四国認定コーチ研修会（山口）

　 　 3.　 ボウリング

　 　 4.　 バスケット

　5/25（日）　県障害者スポーツ大会（陸上）

　  　5.　 水　泳

　  　6.　 スピードスケート

　2/23（日）　2014年度通常総会　・　第１回理事会　

●　●　●　●　２０１４年度主な活動計画２０１４年度主な活動計画２０１４年度主な活動計画２０１４年度主な活動計画 　     　　     　　     　　     　●●●●　SON愛媛スポーツプログラム　SON愛媛スポーツプログラム　SON愛媛スポーツプログラム　SON愛媛スポーツプログラム

　  　1.　 バドミントン

　 　 2.　 陸　上

　1/19（日）　ボウリング競技会

　　　　　　　　スポーツプログラム　　(毎月)

●　●　●　●　２０１４年度予算書２０１４年度予算書２０１４年度予算書２０１４年度予算書

　　寄付金等収入

　　事業収入

　　会費収入

科　目科　目科　目科　目

2,000,000              寄付金収入/助成金収入/受取負担金

正会員入会金/正会員会費収入/賛助金収入/法人会費収入

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400,000                 

　　支出の部　　　　（単位：円）支出の部　　　　（単位：円）支出の部　　　　（単位：円）支出の部　　　　（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

100,000                 雑収入

4,170,000              

　　雑収入

　　収入計　　収入計　　収入計　　収入計

　　事業費

4,030,000              

特定非営利活動法人

スペシャルオリンピックス日本・愛媛

事務局／〒790-0967　松山市拓川町3番44号

ＴＥＬ／089-941-5630

　2014年　 3月  10日発行

　オレンジスピリット　Ｎo.5

　　　　　　　　　　　　   　　   　　   　　   　　NPONPONPONPO法人　スペシャルオリンピックス日本・愛媛法人　スペシャルオリンピックス日本・愛媛法人　スペシャルオリンピックス日本・愛媛法人　スペシャルオリンピックス日本・愛媛

　　　　　　　　　　　　　　２０１４年度総会報告　　　　　　　　　　　　　　２０１４年度総会報告　　　　　　　　　　　　　　２０１４年度総会報告　　　　　　　　　　　　　　２０１４年度総会報告

        春の陽光がまぶしい２月２３日（日）、松山市総合コミュニティーセンターで定例総会が開催されまし

た。日頃からご支援いただいている四国コカ・コーラボトリング（株）愛媛支社長安藤伸也さま、松山湯

築ライオンズクラブ青少委員長酒井啓司さまがご来賓としてご出席くださり、会員は励まされました。

  今年は秋に、福岡でナショナルゲームが開催され、それに向けて県内各地でトーチランを行うことも決

めました。日常的な練習成果を発揮する場の大会は、アスリートにとっても大きな楽しみです。

  また、トーチランは愛媛県の皆さんにスペシャルオリンピックスの活動を広げるチャンスです。その意

味でも、今年度はアスリートをはじめファミリー、ボランティアが気持ちを合わせて活動に取り組む決意

ができた総会だったと、うれしく思いました。また、１年それぞれの想いをぶっつけて頑張りましょう！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　立川　百恵



 

 

 

《 SONSONSONSON・熊本設立２０周年記念・熊本設立２０周年記念・熊本設立２０周年記念・熊本設立２０周年記念    全国水泳競技会に参加して全国水泳競技会に参加して全国水泳競技会に参加して全国水泳競技会に参加して ５月３日～５日 》 

   

 コーチとして初めての参加で緊張の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。    【引率コーチコメント】 

 

 《 SONSONSONSON・愛媛バドミントン競技会・愛媛バドミントン競技会・愛媛バドミントン競技会・愛媛バドミントン競技会 ６月２９日・３０日 》 

   ～ 競技会の様子 ～ 

 

 

 

 

                     

                    

 

  《 SONSONSONSON 中四国ブロック水泳競技会中四国ブロック水泳競技会中四国ブロック水泳競技会中四国ブロック水泳競技会 inininin 高知高知高知高知    １０月１３日 》 

  初めて大会に参加しました。息子より私の方がはらはらどきどきの大会の 

 スタートでした。リレーでは、銅メダルをかけてもらい笑顔一杯でした。 

  息子がこのような大会で堂々と泳ぐ姿に感動し、同時に成長した事を実感 

 しました。何もかも初めての経験でしたが、これでまた自信が一つついたと 

 思います。この様な息子の姿を見る事が出来たのもコーチやボランティアの 

 人たちのお陰です。みなさんに感謝です。  【ファミリーコメント】 

 

                   《 ふれあい太鼓ふれあい太鼓ふれあい太鼓ふれあい太鼓    ・絆・絆・絆・絆    》    

                  4 年前、ＳＯの余暇活動として始めましたが、希望者が多く、誰でも参加 

                 できる形で、3年前、“ふれあい太鼓・絆”として活動を始めました。 

                 今治のおんまくや、よしうみのバラ祭りや、福祉関係のイベントにも、数々 

                 出演させて頂いています。メンバーは、発表を楽しみに、頑張っています！ 

                          

                              

    みんなの作品紹介みんなの作品紹介みんなの作品紹介みんなの作品紹介         
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２０１３年を振り替えって２０１３年を振り替えって２０１３年を振り替えって２０１３年を振り替えって    

※ みんなが、笑顔いっぱい 輝いていた 

  競技会でした。ありがとうございました。 

▲ 村上 瑛一さん 

▲ 宮田 道思さん 

 

▲

一

色

 

陽

輔

さ

ん 



 

《    『タグラグビーまつやま市民交流大会』『タグラグビーまつやま市民交流大会』『タグラグビーまつやま市民交流大会』『タグラグビーまつやま市民交流大会』１０月２６日．２７日    》    

 

 松山市ラグビーフットボール協会や愛媛県ラグビーフットボール協会の 

ご協力により、小学生から成人のチームまで参加していただきました。 

【参加者の声】 

 ・最高に楽しかった。 

 ・今一度、ラグビーの楽しさを実感しました。 

 ・いろんなチームの方と交流が深まりました。 

 ・トライができて楽しかったです。 

 ・もっと点を取りたかった。 

【ボランティアさんの声】 

 ・選手の方々が、いきいきと楽しくスポーツをされて 

  いるのをみて、私もとても楽しい気持ちになりました。 

 ・今までしたボランティアの中で一番楽しかったです。 

 

 

 《    兵庫陸上競技会兵庫陸上競技会兵庫陸上競技会兵庫陸上競技会  １１月３日・４日 》 

                    アスリート４名・コーチ２名・ファミリー１名が参加しました。 

                   この大会には地元兵庫はもちろんのこと、徳島・香川・広島・和歌 

                   山など近隣地区からも多くの方々が参加され、にぎやか大会になる               

                   とともに、貴重な交流が図れる絶好の機会になりました。 

                    アスリートの皆は普段の練習の成果をいかんなく発揮して、素晴 

                   らしい成績でした。 

                   

  

《 中国・四国ブロックバドミントン競技会中国・四国ブロックバドミントン競技会中国・四国ブロックバドミントン競技会中国・四国ブロックバドミントン競技会 １１月１７日 (岡山) 》 

  今回は、選手団、応援団のバス２台に分かれ、家族と離れての 

 さながらナショナルゲームの様な雰囲気で始まりました。 

  いつもとは違う雰囲気の中、普段見られない成長した姿を 

 アスリート達は見せてくれました。多くのアスリート・ 

 ファミリーが参加して大変楽しい大会でした。 

                 【ファミリーコメント】 

 

  

《 西条市駅伝西条市駅伝西条市駅伝西条市駅伝  １２月２２日 》 

 西条市駅伝に４チーム１９名のアスリートが 

参加して、全チーム無事完走しました。 

 この駅伝には毎年参加していて、コーチや 

ファミリー以外の方もサポートに駆け付けて 

くださっています。 
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浅井　重喜 越智　清 河野　由紀 高橋　健太郎 難波　江千春 松田　良雄 矢野　由貴奈 荻山　昭二

相原　健二 落合　操 児島　秀雄 髙橋　明 新居田　香代 松長　和志 山内　幸子 小澤　星矢

赤瀬　百合子 尾ノ上　禅 小林　幸子 髙橋　信晃 新居田　利廣 松本　友子 山口　由美 越智　和代

浅野　桂子 岡田　勝利 佐々木 　民子 武田　圭子 西本　敬子 松本義男 山崎　志信 久米　敏子

明比　美佐子 大西　環 佐々木 　昌子 武田　正直 西崎　祐衣 町田　ゆかり 山下　沙弥加 久米 　智子

秋山　好公 岡部　靖雄 定岡　麻衣 田坂　栄二 野島　貴文 眞鍋　優斗 山下　貴弘 合田　久子

飯尾　久美子 小笠原　由美 定岡　芳子 立川　凉 野田　チヨ 水崎　圭二 山田　広子 高岡　栄美子

池田　和弘 越智　廣 汐崎　貴大 田所　美恵 野間　由貴子 三谷　治子 山平　真美 高木　悦野

和泉　智恵子 梶原　隆司 塩﨑　晃英 田中　俊雄 橋本　治子 三馬　澄子 山本　昭典 高木　弘子

石川　章代 数野　美佐子 塩﨑　英雄 田中　真澄 馬場　耕三 宮内　芳美 山本　壽 長山　成生

一色　環 片上　嘉予 篠原　博 田村　千代子 桧垣　慧 宮岡　賢子 横井　直美 中川　隆幸

一色　豊 加藤　哲二 白石　俊介 出水　正雄 東　優子 宮崎　雅延 横内　小瑜美 長野　圭すけ

伊藤　悦子 加藤　典子 末松　茂 土居　園江 日野　和幸 宮田　美輪 吉井　秀樹 松浦　侯子

礒　真理子 角倉　正雄 杉森朝日新聞舗 土居　千寿夫 福島　隆広 宮脇　仁美 吉田　千波 松下　里美

伊藤　律子 苅田　拓也 鈴木　豊博 土居　則行 福田　佳代子 向井　至 龍門　壮太 松下　和弘

井上　作一 河上　幸彦 関　宏孝 時岡　美恵 鳩崎　美穂子 村上　諄時 渡邊　一彦 森本　里美

印南扶美恵 河北　康佑 仙波　良三 徳永　陵 藤原　秀博 村上　卓也 渡部　和美 森本　真博

大西　薫 川上　ヒロ子 仙波　康司 徳増　真弓 星加　英子 村上　哲二 渡辺　晴美 柳原　知可

大野　文 公原　泰夫 曽我部　礼子 年森　恭子 星加　智也 村上　直子 渡辺　文喜

小野　基美 清川　美和 曽我部　修 中須　美奈子 星加　理恵子 森内　雅子 渡辺　万梨子

大原　しのぶ 工藤　美奈子 高岡　央行 永井　富子 本宮　則子 森岡　研二 渡部　正之

緒方　美津子 熊谷　玲子 高岡　淑子 仲神　早予子 本庄　菊子 森平　純子 渡部　美知子

株式会社イーエルプランニング

村上　博 小国　恵子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

　※　順不同　敬称略

　風早集会所 　　　 コープえひめ松山東ブロック　　

株式会社長曽鉄工所

キリンビールマーケティング株式会社　　　　　　　　富士ゼロックス四国あいさとくらぶ

 寺尾電気設備株式会社
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株式会社東洋印刷　　　マルトモ株式会社

学校法人聖カタリナ学園

大西　愛子　　　大橋　恵子

　　　　　　　　　

　山本　政志

伊予銀行本店

社会福祉法人　日野学園

　  伊藤自動車株式会社 　   ふきのとう

有限会社合田機工商会　　(有)西条製作所

ご寄付（個人・企業）の皆さまありがとうございます。ご寄付（個人・企業）の皆さまありがとうございます。ご寄付（個人・企業）の皆さまありがとうございます。ご寄付（個人・企業）の皆さまありがとうございます。

四国コカ・コーラボトリング株式会社　　　　　　　　  国際ソロプチミスト松山     　　　　 有限会社大和屋本店旅館

※　この総会資料の印刷は、富士ゼロックス四国(株)様にご協力いただいております。

　松山ステージサービス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2013年賛助会員の皆さま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2013年賛助会員の皆さま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2013年賛助会員の皆さま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2013年賛助会員の皆さま　　　　　　　　　　　　　　　　　　

株式会社小倉葬祭社　　　 亀井鐵鋼株式会社

                                                         　 2013年　1月1日～12月31日

三浦工業株式会社

株式会社レデイ薬局　　   伯方塩業株式会社

(有)ニュースポーツ　   　日進産業株式会社

賛助会員（企業）の皆さまありがとうございます。賛助会員（企業）の皆さまありがとうございます。賛助会員（企業）の皆さまありがとうございます。賛助会員（企業）の皆さまありがとうございます。

賛助会員（個人）の皆さまありがとうございます。賛助会員（個人）の皆さまありがとうございます。賛助会員（個人）の皆さまありがとうございます。賛助会員（個人）の皆さまありがとうございます。

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法人　スペシャルオリンピックス日本・愛媛ＮＰＯ法人　スペシャルオリンピックス日本・愛媛ＮＰＯ法人　スペシャルオリンピックス日本・愛媛ＮＰＯ法人　スペシャルオリンピックス日本・愛媛

                                                                                    　　　　SON愛媛　　　　SON愛媛　　　　SON愛媛　　　　SON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.son-e.comhttp://www.son-e.comhttp://www.son-e.comhttp://www.son-e.com

    

　　　発行　スペシャルオリンピックス日本・愛媛

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)


