
 

 

      

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「トーチランへのご参加を！」「トーチランへのご参加を！」「トーチランへのご参加を！」「トーチランへのご参加を！」    

 私の手元に、トーチラン(聖火リレー)の写真が１枚あります。聖火を持った小学生のアスリート、そ 

の手を握ってともに走る県警本部長と石原副理事長、後ろに続く日野副理事長や警察官という見事な写 

真です。日本で初めて開かれた「２００５年スペシャルオリンピックス冬季世界大会」を成功させよう 

と、全国で取り組んだ５００万人トーチランの記念すべき一コマです。初めての世界大会、５００万人 

トーチラン計画、全国組織の意気込みは大変なものだったでしょう。愛媛では、松山市と西条市で行い 

ましたが、この折にスペシャルオリンピックスのことを知ったという方に多く出会います。 

 現在、愛媛県では１００人余りのアスリートが年間を通して、トレーニングに励んでいます。それを 

支えるコーチをはじめとするボランティア、ファミリーの努力で、今年「２０１４スペシャルオリンピ 

ックスナショナルゲーム」(４年に一度の国内大会)には、愛媛県から１８名のアスリートが参加権を得 

ました。今回、この大会を前に、松山市、今治市、西条市、新居浜市の４市で９月１０月にトーチラン 

を行います。 

 スペシャルオリンピックスの活動は、まだまだ県民の皆さんに広がってはいません。気軽にボランテ 

ィアとしてご参加いただいたり、知的障がいのある方をお誘いいただいたり、共に暮らすのが当たり前 

の状態にしていきたいのです。街の中を聖火を持ってともに走る、今回の機会にぜひご一緒してくださ 

い。ご参加を期待いたします。                 【 理事長  立川 百恵 】 
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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スペシャルオリンピックス福岡大会２０１４スペシャルオリンピックス福岡大会２０１４スペシャルオリンピックス福岡大会２０１４スペシャルオリンピックス福岡大会    分火式・トーチラン（太宰府市分火式・トーチラン（太宰府市分火式・トーチラン（太宰府市分火式・トーチラン（太宰府市))))    



 

    《《《《    トーチランに向かってトーチランに向かってトーチランに向かってトーチランに向かって!!!!    》》》》    

  スペシャルオリンピックスは、今年のナショナルゲーム（福岡）・来年のワールドゲーム（アメリカ・ 

 ロサンゼルス）に向けて、松山・東温ブランチのアスリート達は、各プログラム（水泳・ボウリング・ 

 バドミントン）の練習に励んでいます。 

  各々のファミリーは、ナショナルゲーム・ワールドゲームの応援として、２０１４年トーチランＩＮ 

 えひめ（松山）１０月開催に向けて運営委員会を設け、各グループ事に計画を立て、着々と進めていま 

 す。運営委員のメンバーは、これから更に大変だと思いますが、運営委員に限らず会員みんなと、協力 

 してトーチランを行いたいと思います。          【 松山東温ブランチ 運営委員より 】 

                                      

                      *バドミントン選考会の様子 

                          ～ 頑張りました! ～ 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 《《《《    ナショナルゲームに向かってナショナルゲームに向かってナショナルゲームに向かってナショナルゲームに向かって!! !! !! !! 》》》》 

  １１月１日から３日に実施されるスペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・福岡に、 

西条ブランチで活動している陸上からは、４人のアスリートが選ばれました。 

 ９月６日・７日には、ＳＯＮ・兵庫陸上競技会にも参加して、ベストパフォーマンスが出せるよう 

頑張ります。他の県の皆とも触れ合えるいい機会なので、友達をたくさん作りたいと思います。 

                                    【 西条ブランチ 】 
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リレーも、４人で力を

合わせて頑張るぞ～！

６月１５日には西条市ひうち陸上競技場で

記録会を実施しました。 

暑い中、力いっぱい走りました（＾－＾） 



 

《《《《    第第第第 6666 回ＳＯＮ夏季ナシ回ＳＯＮ夏季ナシ回ＳＯＮ夏季ナシ回ＳＯＮ夏季ナショナルゲーム・福岡に向けてョナルゲーム・福岡に向けてョナルゲーム・福岡に向けてョナルゲーム・福岡に向けて!!!!    》》》》    

   バドミントン競技でアスリート 2名、コーチ 2 名が選手団として出場します。 

  メキメキと力を付けてきた二人です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖❖❖❖    第第第第 2222 回フレンドシップ競技会を実施回フレンドシップ競技会を実施回フレンドシップ競技会を実施回フレンドシップ競技会を実施    

    1 月 26 日トーチラン等でお世話になっている福祉団体や学校 

 に呼びかけてバドミントンの交流をしました。 

  今年は同じ角野小学校の体育館で練習している角野ジュニア 

 バドミントンクラブのちびっこ達が参加してくれ盛り上がりま 

 した。いつもながら素晴らしいコーチ陣の惜しみない協力で実 

 施される競技会これからも続けたいと思います。 

 

❖❖❖❖    第第第第 9999 回愛媛県障害者スポーツ大会回愛媛県障害者スポーツ大会回愛媛県障害者スポーツ大会回愛媛県障害者スポーツ大会((((水泳競技水泳競技水泳競技水泳競技))))参加参加参加参加全員金メダル全員金メダル全員金メダル全員金メダル!!!!    

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 《《《《    バスケットボールバスケットボールバスケットボールバスケットボール    練習頑張ってます練習頑張ってます練習頑張ってます練習頑張ってます! ! ! ! 》》》》    

 現在、トラベリングをしないことを目標に練習しています。 

「いち、にっ！」と止まる時に常に声をかけているので、みんな同じように 

「いち、にっ！」と声を出してくれます。 

 ただ、２歩でとまるのはなかなか難しいようで、３～４歩あるいてしまう方が多いです。 

３歩あるいた時に、「あっ!ぶーっ!」と言うと、自分で３歩目が出た時に「ぶーっ！」と言って 

くれる方もいます。 

声だけは完璧に真似をしてくれるので、動きも完璧になるようにこれからも一緒に頑張っていきます。 

                         【 今治ブランチ バスケコーチ・胡井 志保 】 
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初めて大きな大会に出られて緊張して最初は泳ぎ切れるか不安でしたが、 

今まで頑張ってきたから、と思いを込めて頑張りました。 

今までで、一番速いタイムでゴールができてうれしかったです。   

これからこの体験を活かしてがんばります（竜也） 

初めて障害者スポーツ大会の水泳競技に参加して、緊張しましたが、

たくさんの人に応援してもらって嬉しかったです。 

力いっぱい頑張りました。（ 康平） 



 

《《《《    2014201420142014 年年年年    第第第第 7777 回スペシャルオリンピックス日本・愛媛回スペシャルオリンピックス日本・愛媛回スペシャルオリンピックス日本・愛媛回スペシャルオリンピックス日本・愛媛    ボウリング大会ボウリング大会ボウリング大会ボウリング大会    》》》》    

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

          《《《《    『『『『おもちゃの図書館おもちゃの図書館おもちゃの図書館おもちゃの図書館    モモモモモモモモ』』』』    活動開始活動開始活動開始活動開始!!!!    》》》》   

 おもちゃの図書館は、「モモ」と名付けて活動を始めました。松山市で 20 年以上ボランティア活動を 

している「エンゼルの会」のメンバーを中心とし、新たに加わってくださった方々のご協力を得て、一歩

ずつですが、進んでおります。 

 ４月には、松山市ボランティアセンターへ登録をしました。早速、このセンターが発行している「おせ 

ったい通信」にボランティア募集の記事をのせてもらったところ、大学生と幼稚園児のお子さんをお持ち 

のお母様が加わって下さいました。ボランティアの平均年齢が若くなり嬉しく思いました。経験豊富なメ 

ンバーに若い方の感性が加わって、素敵なおもちゃができるのではないかと期待しています。 

 おもちゃの作成にかかる費用を心配していましたが、コープえひめの福祉活動基金助成事業に応募した 

ところ選ばれ、活動資金を得られたことに安堵する一方で、『子供たちの成長を助け、皆が笑顔になる「お 

もちゃの図書館」をつくれるよう努めねば!!』と身の引き締まる思いです。 

 近々、「おもちゃの図書館全国連絡会」へ入会し、他の地域のおもちゃの図書館の活動を学んでいく予 

定です。子供たちが「また，モモに行きたい」と言ってくれるような遊び場を目指していますので、応援

してくださいね！「おもちゃの図書館 モモ」は下記の通り開いています。ご家族で遊びに来てください。 

                                         【 世話人代表 渡邊 瑞枝 】 
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※ 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。 

おもちゃの図書館おもちゃの図書館おもちゃの図書館おもちゃの図書館    モモモモモモモモ    

松山市総合福祉センター 

   ３F 作業室 

第３金曜日  13 時～16 時 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年賛助会員の皆さま　　　2014年賛助会員の皆さま　　　2014年賛助会員の皆さま　　　2014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）

相原健二 小国恵子 定岡麻衣 田所美恵 萩森君子 向井　至

青野　毅
小澤星矢

定岡芳子 田中俊雄 萩森雅也 向井伸代

赤尾さとみ
越智和代

三馬澄子 田中真澄 橋本治子 村上潤二

赤瀬百合子
落合　操

汐崎貴大
谷本加代 浜原道由 村上卓也

秋山一郎 越智　廣 塩﨑晃英 田村千代子 早瀬登美香 村上千恵美

浅井重喜 戒能恵理子 塩﨑英雄 出水和紀 東　奈々 村上直子

淺野佳子 梶原隆司 篠原　博 出水正雄 東　優子 森平純子

飯尾久美子 片上嘉予 下田　正 土居園江 日野眞理 森実　保

池田佐智子 加藤典子
白石俊介

土居千寿夫 福島久子
柳原知可

石丸妙子 加藤哲二 末松　茂 土居則行 福田佳代子
矢野由貴奈

和泉智恵子 角倉正雄 杉森朝日新聞舗 時岡美恵 星加英子 山内真二

礒真理子
苅田拓也

関宏　孝　 年森恭子
本宮実夢 山口由美

一色　環 川上ヒロ子 仙波康司 戸田澄栄 町田一徳
山崎和志

一色　豊 河上幸彦 仙波良三 永井富子 松浦侯子 山崎志信

井上則子
河北康佑

高岡淑子 中岡正美
松下和弘 山下貴弘

井上　博 菅野進 高岡令子 仲神繁秋 松下里美 山田広子

井上作一 菊池篤志 高岡栄美子 仲神正人 松田良雄 山平真美

今川香奈恵 公原憲代 高木悦野 中川真奈美 松長和志
山本昭典

印南扶美恵 清川美和 高木弘子 長山成生 真鍋秀美 山本　寿

大西　薫
工藤美奈子

高橋さゆり 新居田香代 眞鍋優斗 横内小瑜美

大西　環 熊谷玲子 髙橋　明 新居田利廣 水崎理恵 頼本陽一

大野　文 久米 智子 髙橋信晃 西﨑祐衣 三谷治子 龍門洋美

大原しのぶ 久米浩 田口千春 西本敬子 宮内芳美 渡部和美

緒方美津子 栗田弥和 武田圭子 野島貴文 宮岡賢子 渡部房子

岡部靖雄 河野由紀 田坂栄二 野田チヨ 宮田美輪 曽我部修

荻山桃代
小林幸子

立川　涼
野間由貴子

宮脇仁美 宮崎雅延

児島秀雄 池田佐智子 伊藤悦子 佐々木民子 星加智也 星加理恵子

鈴木豊博 玉井茂明 永易信正 徳増真弓 数野美佐子 鳩崎美穂子

馬場耕三 169名

賛助会員（企業）賛助会員（企業）賛助会員（企業）賛助会員（企業）

イーエルプランニング 松山水泳協会

ふきのとう

伯方塩業株式会社

17企業

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

下田　正 村上千恵美 風早集会所 コープえひめ松山東ブロック

伊予銀行本店  学校法人聖カタリナ学園

 社会福祉法人日野学園

 (有) 西条製作所

（株）レデイ薬局三浦工業（株）

 (有)　ニュースポーツ

 松山ステージサービス

　※　順不同　敬称略

伊藤自動車株式会社

亀井鐵鋼株式会社

株式会社長曽鉄工所

 (有) 合田機工商会 ＪＡＩＦＡ愛媛県協会

ａｌｌｅｙ　ｃａｔ

（株）石原自動車教習所

（株）小倉葬祭社

（株）東洋印刷

        皆様　ありがとうございます。皆様　ありがとうございます。皆様　ありがとうございます。皆様　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。
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《《《《   応援、よろしくお願いいたします応援、よろしくお願いいたします応援、よろしくお願いいたします応援、よろしくお願いいたします!!!!        》》》》    

    

   知的障害のある人（アスリート）、コーチ、ボランティアが、日常のスポーツトレーニングを 

  通じて、ともに成長しながら、アスリートの自立と社会参加を促進することをめざし日々頑張っ 

  ています。 

   そして、そのスポーツトレーニングの成果を発表する場として、オリンピックと同様に 4年に 

  1 度、国際大会が開催されます。次回の、２０１５年６月にアメリカ・ロサンゼルスで開催され 

  る国際大会の選手選考も兼ねて、今年、国内大会（ナショナルゲーム）が 11 月に福岡で開催さ 

  れます。 

   スペシャルオリンピックス日本・愛媛からは、水泳、陸上、ボウリング、バドミントンの 4種 

  目に１８名のアスリートが出場する予定です。 

   私たちの活動への理解と参加・応援をしていただくきっかけになればと、秋にトーチランを 

  開催いたします。 

   ともに走っていただくボランティアの方以外にも、警察の方、消防の方、会場整理をしていた 

  だく方など、大勢の市民の方々とともにトーチをつないでいきたいと思います。 

   どうか、ご理解、ご支援をよろしくお願いいたします。    

 

 

 

 

 

 

                    

                                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ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人    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            

                                                                                                                    SON                SON                SON                SON 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 

 

 

   ※ 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。 
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