
 

                          

                                                                          

    

                                                    新年のご挨拶新年のご挨拶新年のご挨拶新年のご挨拶                                                                                    

                                                                                                理事長 立川百恵    

   新年、明けましておめでとうございます。 

  皆さまおそろいで良いお年をお迎えのことと存じます。 

  昨年は、４年に一度のナショナルゲームが福岡で開催され、愛媛からは 

  １８名の選手がコーチとともに参加でき、大きな成果を得ることができ 

 ました。 

  また、それに先立ち、新居浜市・西条市・松山市では市民の皆さんの 

  参加のもと、「トーチラン」が盛大に開催され、県内各地のアスリートが 

 白バイに先導され元気に走りました。今治市では大型台風の襲来で中止に 

 なり残念でしたが、準備段階では地域の皆さんと共同作業が出来ました。 

 こうした行事は日常の地道な練習があってこその華やかな場面です。そして、地域の企業や団体、市民の 

 皆さんに私たちの活動を知っていただく大切な機会でもあります。その意味で昨年は県内の多くの皆さん 

 と交流でき、輪が広がった大切な年でした。 

   そして、迎えた新しい年、２０１５年、私たちは何人の新しい仲間を迎え、活動の輪を拡げられるで 

  しょうか。新しいスポーツプログラムの開始、南予地域での活動開始、多くのコーチ陣・ボランティアの 

  参加など、夢は膨らみます。ファミリーの皆さんとボランティアが力を合わせて、アスリートが持てる能 

  力を発揮し、のびやかに生きられる地域を作っていきたいものです。 

   約３０年前、私は松山で「ひまわり号を走らせる」活動をスタートさせました。これは障がい者と市民 

  が一緒に一日旅をし、公共の乗り物や公道で障がい者が使いにくい箇所を見つけて改善していく活動です。 

  JR、連絡船、バス、国道、交差点など様々な場所で改善点が見つかり、その都度、管理者に改善提案を出 

  していきました。当時に比べ障がいのある方も街に出られる条件が整い、共に街歩きが楽しめるようにな 

  りました。 

   日本も「障害者権利条約」を批准し、法律も整備され始めました。愛媛県は２０１７年、国体とともに 

 「障害者スポーツ大会」を開催することを決め、スポーツに対する機運も高まっています。SON は、新しい 

  ビジョンを準備し始めています。 

 新しい年は、様々な希望が見え始めています。力を合わせて、アスリートとともにみんなにとってすば  

らしい年にしていきましょう。 
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     まだまだ赤ちゃんだと思っていた娘が親離れするチャンスを頂き、 

  立派に飛び立ったのは感動でした。 

    帰ってから、母「大会どうやった？」娘「たのしかった!」母「大会また行きたい人？」娘「は〜い!」 

   楽しむ余裕まであったのか…。私は初めての大きな大会で、どうなる事か予想もつかず心配で心配で、 

   気がめいって不調のまま大会に参加。いい意味で裏切ってくれ、一回りも二回りも、お姉さんになって 

   帰ってきました。ゆっくりではありますが、確実に成長している事を実感でき、本当に嬉しかったです。 

   支えて下さったコーチや仲間の皆さん、ありがとうございました。 

                      (応援団 ファミリー) 

 

 

  ２泊３日の長期間にわたるナショナルゲームは、競技能力が備わっているだけではうまくいきません。 

 生活力、協調性、自主性を表現できることが必要です。とこれまでは考えていました。 

  しかし、３日間の中でそれらを学んで身につけていくアスリートの姿に驚きました。アスリートは、 

 他のアスリートを見て自分自身を見つめ直していました。より多くの仲間と同じ時を過ごす「ナショ 

 ナルゲーム」は、アスリートを育てる場でもありました。また「ナショナルゲーム」は、コーチを育て 

 る大切な時間でもありました。                （ヘッドコーチ 長山 成生） 
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金メダルが取れてうれしかった。

ひとりで頑張った！ 

ごはんがとっても美味しかった。

  （アスリート 宮脇 萌） 

金メダルが取れてうれしかった。 

お風呂が大きくて気持ちよかった。

（アスリート 佐々木玲奈） 

日常のプログラムで学んだことを、

しっかりと競技でやり遂げるアス

リートの姿に心を動かされました。

「やれば出来る！」という言葉を目

の前で見せてくれました。 

初めて参加したナショナルゲーム

でしたが、みなさんと一緒に参加で

きて本当に良かったです。 

     （コーチ 菅野 進） 



 

 

   陸陸陸陸    上上上上    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

   華やかな開会式でスタートしたナショナルゲーム。緊張感漂う中、アスリートたちの頑張る 

  姿に自然と応援にも力が入り、見事４人のアスリートは全員メダルを獲得しました。日ごろの 

  成果を発揮し、終わった後の顔は、笑顔いっぱいで少したくましくみえました。この場に参加 

  できたことは、多くの感動と元気をもらい、またチャレンジする勇気をあたえてもらった気がし 

  ます。同時に日頃よりご指導くださっているコーチの方々やＳＯＮの活動を支えていただいてる 

  皆様への感謝の気持ちもあふれてきました。ありがとうございました。   

                                （ファミリー 秋山 香織） 
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すごくドキドキしたけど、最後

までがんばりました。メダルも

らえてうれしかったです。          

秋山 尚久（１５００ｍ）  

福岡大会に参加して、とても

よかったです。頑張りまし

た。メダルとって、嬉しかっ

たです。  

村上 浩樹（１５００ｍ） 

スペシャルオリンピックス福岡に参加で

きて、とてもうれしかったです。これか

らも、陸上を頑張ります。 

 曽我部 慎也（２００ｍ） 

ナショナルゲーム、５０００ｍ、

リレー、頑張れてメダルもとるこ

とができて、よかったです。 

真鍋 純平（５０００ｍ） 

有森さんと!! 

上海ではお世話に

なりました。 



 

        水水水水    泳泳泳泳    

                           

    

 

    

      

 

 

 

 

                               

  ・初めての参加です。開会式で震えるほど感激。独特の雰囲気の会場の中、始まった試合。 

  緊張の中のレースでしたが、日頃見せないアスリートの姿が見えたことが、このナショナル 

  ゲームの収穫です。とても楽しい大会でした。ありがとうございました。 

                                (ファミリー 相原佐奈枝) 

  ・前回の大阪大会から３倍のアスリートが水泳競技にエントリーでき、大活躍してくれました。 

  次回は４人でリレーもエントリーできるよう日常のプログラムの充実に努力していきたいと 

  思います。                          (ヘッドコーチ 村上卓也) 

      

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 ・「ヘッドコーチ」として今回参加し、大会運営における諸問題点を少なからず勉強させていただき 

  ました。加えて、「アスリートを託すには心もとない。」と思われたかどうかは別として、杉本団長・ 

  矢野コーチの同行にたいそう助けられたのも事実です。 

   さて、肝心のアスリート４名。大会結果うんぬんよりもうれしいことがありました。やはり最初は 

   遠慮しあって会話も少なかったのですが、時間の経過とともにだんだん打ち解けてきて、不謹慎では 

   ありますが「にぎやかな軍団」に変身！（男子３名のボケ合戦に紅一点矢野さんのあざやかなあおり・ 

   ツッコミが見事。）ちょっと暴走気味でした。申し訳ございません。 

    何やら、その勢いを駆って「サンフランシスコ大会」に皆様参加希望の話がまとまっていました。 

  うわぁ～っ！？                         (ヘッドコーチ 渡邊 一彦) 
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・開会式で SO 旗をもって行進したこと、フォーチュンクッキーの 

曲に合わせてライトをふったのが楽しかったです。 

 平泳ぎで銀メダルをもらったのがうれしかったです。リレーが 

なかったのが残念でした。     (アスリート 福島千尋) 

・ナショナルゲーム福岡に初出場しま 

した。緊張があったけど、金メダルを 

取ってうれしかったです。三日間、楽 

しかったです。(アスリート 相原裕太)

・一生懸命がんばって泳いだけど

３位は、くやしかったです。 

もっと練習して速くなりたいで

す。それから、他の県の人と仲よ

くなって交流会も楽しかった。 

です。 (アスリート 久米潤) 

・ボウリング競技に初めて参加しました。予選では良い結果には

なりませんでしたが、決勝では 2位になり銀メダルがもらえて 

うれしかったです。又、応援して下さった皆んなに感謝の気持ち

でいっぱいです。これからも、頑張ってボウリングを続けて行き

たいです。たくさんの友達が出来たので良かったです。 

ありがとうございました。    (アスリート 矢野由貴奈) 

ボウリングボウリングボウリングボウリング 



     

    ２０１４年第６回スペシャルオリンピックス日本２０１４年第６回スペシャルオリンピックス日本２０１４年第６回スペシャルオリンピックス日本２０１４年第６回スペシャルオリンピックス日本    夏季ナショナルゲーム・福岡夏季ナショナルゲーム・福岡夏季ナショナルゲーム・福岡夏季ナショナルゲーム・福岡    

                                                ナショナルゲームの試合結果ナショナルゲームの試合結果ナショナルゲームの試合結果ナショナルゲームの試合結果    

  ・・・・    バドミントンバドミントンバドミントンバドミントン    

   ・個人技能【男子Ｄ１】  松長 宏樹  金メダル 

    ・個人技能【女子Ｄ３】  宮脇 萌   金メダル 

     ・シングルス【男子Ｄ１】長山 諒太  銀メダル 

                       野島 幹矢  ３位 

   ・シングルス【男子Ｄ２】 仙波 陽介    ４位 

   ・シングルス【女子Ｄ１】 仲神 可南子 ４位 

   ・シングルス【女子Ｄ３】 佐々木 玲奈  金メダル 

      ・ユニファイド ダブルス【１ブロック】 長山諒太・菅野進ペア    優勝 

   ・ユニファイド ダブルス 【２ブロック】 仲神可南子・中岡正美ペア ４位 

 

  ・陸・陸・陸・陸    上上上上    

    ・曽我部慎也 ： ２００ｍ     金メダル 

       ・真鍋純平   ： ５０００ｍ   金メダル 

    ・村上浩樹   ： １５００ｍ   金メダル 

    ・秋山尚久   ： １５００ｍ   銅メダル 

    ・４×４００ｍリレー（真鍋・曽我部・秋山・村上） 銅メダル 

         

                                                          

 

 先日の２０１４年第６回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ＳＯＮ・愛媛 

 選手団応援トーチラン並びに壮行会では、各開催地共に様々な団体の方々より暖かいご支援とご協力を 

 頂き本当にありがとうございました。 

 今大会は、高円宮久子妃殿下をはじめ、キャロライン・ケネディ在日米国大使、SO 国際本部ティモ 

 シー・シュライバー会長をお招きした開会式から始まり、全国 47 地区より 1,568 名の選手団が参加し、 

 各会場で大熱戦が繰り広げられました。  

 アスリートたちの一生懸命スポーツに取り組む姿は、大会にかかわるすべての人たちの心を動かし、 

 熱気と笑顔、そして沢山の感動に包まれ、延べ 3 日間にわたる競技と交流は盛会の内に閉幕いたしまし 

 た。  

愛媛の皆さまから力強い応援を頂いて参加した、愛媛県選手団の成績についても、それぞれ過去の成績 

に勝るとも劣らない素晴らしい結果を残すことができました。これも偏に大会開催にあたりご支援、ご協 

力いただきました全ての皆様、そして大会を支えてくださいましたボランティアの皆様のお蔭様と心より 

感謝申し上げます。 本当にありがとうございました。 

この素敵な経験を糧に、これからもトレーニングを続けていきたいと思いますので今後ともご支援のほど 

よろしくお願い致します。               【 ＳＯＮ・愛媛選手団 団長 杉本太一 】      
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・ボウリング・ボウリング・ボウリング・ボウリング        

    ・和泉 義人     金メダル 

  ・公原 泰憲     ５位 

  ・越智 進之亮    銀メダル 

   ・矢野 由貴奈    銀メダル 

・水・水・水・水    泳泳泳泳    

        ・相原裕太：５０ｍ自由形  金メダル 

 ・福島千尋：５０ｍ平泳ぎ   銀メダル 

  ・久米 潤：５０ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ  銅メダル 



加藤　典子 清川　美和 久米 　智子 亀田　均
工藤　美奈子

田村千代子 頼本　陽一 池田佐智子

早瀬　登美香 熊谷　玲子 相原　健二 井上　博
赤瀬　百合子

田坂　栄二 青野　毅 曽我部　修

東　　奈々 末松　茂 宮田　美輪 戸田　澄栄
野間　由貴子

河上　幸彦 髙橋　信晃 鈴木　豊博

萩森　雅也 三馬　澄子 谷本　加代 向井　伸代
柳原　知可

横内小瑜美 土居　則行 徳増　真弓

萩森　君子 高岡栄美子 田口　千春 大西　環
小林　幸子

越智　廣 山田　広子 数野美佐子

出水　和紀 高岡　淑子 荻山　桃代 久米　浩
山口　由美

秋山　一郎 礒　真理子 鳩﨑美穂子

宮内　芳美 町田　一徳 日野　眞理 森実　保
越智　和代

森平　純子 川上ヒロ子 星加理恵子

緒方　美津子 高木　弘子 公原　憲代 井上　則子
山崎　和志

野田　チヨ 菊池　篤志 馬場　耕三

仲神　繁秋 仲神　正人 角倉　正雄 野島　貴文 大西  環 定岡　麻衣 武田　圭子 難波江千春

浜原　道由 山平　真美 田所　美恵 向井　至 一色  環 定岡　芳子 一色　豊 明比美佐子

山本　寿 長山　成生 大野　文 村上　潤二 井上  作一 篠原　博 杉森朝日新聞舗 吉井　章雄

今川　香奈恵 橋本　治子 渡部　房子 山内　真二 星加  英子 新居田香代 加藤　哲二 合田　久子

仙波  良三 東　優子 松下　里美
小澤　星矢

塩﨑  晃英 新居田利廣 松浦　侯子 横井　直美

渡邊　万梨子 松田　良雄 仙波康司
苅田　拓也

塩﨑  英雄 村上千恵美 梶原　隆司 渡辺　晴美

村上　卓也 水崎　理恵 和泉智恵子
山下　貴弘

岡部  靖雄 落合　操 西﨑　祐衣 石川　章代

菅野　進 宮岡　賢子 時岡　美恵
汐崎　貴大

髙橋  明 田中　真澄 児島　秀雄 中須美奈子

中岡　正美 龍門　洋美 中川真奈美
本宮　実夢

村上　直子 永井　富子 宮﨑　雅延 長野　一郎

石丸　妙子 宮脇　仁美 池田佐智子
白石　俊介

年森　恭子 三谷　治子 玉井　茂明 小野　基美

赤尾　さとみ 渡部　和美 高木　悦野
河北　康佑

土居千寿夫 片上　嘉予 永易　信正 山下　清子

浅井　重喜 高橋　さゆり 高岡　令子
矢野　由貴奈

飯尾久美子 淺野　佳子 星加　智也 森本　里美

出水　正雄 大原　しのぶ 松長　和志
松下　和弘

真鍋　秀美 印南扶美恵 佐々木民子 高木　リエ

福島　久子 大西　薫 栗田　弥和
山本　昭典

眞鍋　優斗 福田佳代子 伊藤　悦子 田中　俊雄

山崎　志信 西本　敬子 下田　正 立川　涼 小国　恵子 河野　由紀 関　宏孝 土居　園江 

戒能恵理子

株式会社イーエルプランニング

ラケットショップ　ハマナカ

　

　

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。

　　伊藤自動車株式会社 　   ふきのとう

NPO法人ベルクリン障害者就労継続支援A型事業所ハートフル　　　ホームセンターダイキ　 　遠赤青汁

社会福祉法人日野学園

株式会社長曽鉄工所　　有限会社合田機工商会　　　株式会社レディ薬局　　　伯方塩業株式会社　　　alley cat

富士ゼロックス四国あいさとくらぶ　　　　　

株式会社東洋印刷　　　　ＪＡＩＦＡ愛媛県協会  　   有限会社ニュースポーツ  　　三浦工業株式会社

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。

　朝日新聞　(松山販売西支店)　　　　株式会社フジ　　　　株式会社レディ薬局　　　　愛媛銀行　　

株式会社イクシオ　高田一生　　　　　ケアサポートまつやま　　　　ファーストボール　　　　有限会社保険倶楽部　　　　　連合愛媛
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学校法人聖カタリナ学園

　　　　　　　　　

※　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。

　今治カラオケ　　伊予鉄道株式会社　　　夢ポケット

　　　　　　　　　　　　　　　　　 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　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　※　順不同　敬称略

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　　　　株式会社石原教習所　　　　　有限会社西条製作所　　　松山水泳協会

　松山ステージサービス　　コープえひめ松山東ブロック　　

 株式会社小倉葬祭社　　　 亀井鐵鋼株式会社

                                                         　 2014年　1月1日～12月31日

 伊予銀行本店　　風早集会所 村上千恵美　　下田　正

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    事務所事務所事務所事務所

　   　   　   　   〒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

ナショナルゲームでは、みなさまの

ご協力・ご支援に応えるように、ア

スリート達は一生懸命頑張りまし

た。そして、みんなの成長した姿を

是非、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)


