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スペシャルオリンピックス日本・岩手 設立5周年記念

アスリートのアート展覧会
（ 知的障が い者 ）

特集

号

設立5周年記念式典 岩手教育会館ふれあいギャラリー

ご挨拶

「感謝と御礼」
NPO法人

スペシャルオリンピックス日本・岩手

理事長

平野 ユキ子

今年も年の瀬を迎える時期(ころ)となりました。
今年は、皆さまご承知の通りコロナ感染拡大の為に様々な
行事が自粛を余儀なくされ、我らがSON・岩手も、本来のス
ポーツ活動すら儘ならぬ状況となりました。
毎年恒例の人気行事である「ボッチャ交流会」も、本来な
ら今年はアビリンピックと合同で大々的に開催する筈が、こ
れも中止となりました。そして大事な地区大会も開催できま
せんでした。
今年はSON・岩手の設立5周年という節目であり、その記
念行事として「アスリート(知的障がい者)のアート展」は5月
開催の予定だったのですが、国の緊急事態宣言のため、延期
せざるを得なくなりました。
設立5周年と申しましたが、思い起こせば正式に設立する
までの道のりはもっと長いものでした。細川佳代子SON名誉
会長が、岩手に来てスペシャルオリンピックスという素晴ら
しい活動がある事を知らせ、岩手にも設立を促したのは2003
年のことでした。それからSON設立準備委員会を立ち上げ、
地区組織設立を目指しました。しかし、さまざまな困難があ
り、中でも東日本大震災という未曾有の大災害に見舞われた
事は、設立からさらに遠ざかる出来事でした。そんな壊滅的
被害状況の中から立ち上がり、やっとの思いで今から5年前
に正式な地区組織となったのでした。
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これ迄の事を改めて振り返ると、本当に色々な方々にお世話に
なり、お蔭さまでここまで歩んで来れたのだと感謝の思いに堪え
ません。
その思いから、設立前の十年以上もの苦節の年月と、今年が設
立5周年である意義を改めて感謝の思いで振り返り、何としても
年内に「アート展」を開催しようとなりました。
そして「やって良かった！」という思いに今、満たされています。
アスリートたちの作品は、さまざまです。絵画あり、書あり、
織物あり、工作・工芸あり、研究あり…。そのどれも独創的でカ
ラフルな色使いや、夢のある創作作品です。アスリートたちの
「心象スケッチ」とまさしく言える作品の数々です。来場者も毎
日100人近くありました。みな、「素敵な作品ですね…。勇気を
貰いました…。何て綺麗な色の数々でしょう！…」と、絶賛でし
た。
私は今回あらためて思いました。人の能力は無限だ！これは障
害のある、無しではない。そんな事に関わらず、人というものの
能力は無限なのだ…。と。
終わりに、SON・岩手にこれまで関わってくださった方々一
人一人全てに衷心より感謝と御礼を込めてご挨拶といたします。
スペシャルオリンピックス（SO）の使命は、知的障がいのある
人たちに年間を通じて、オリンピック競技種目に準じた様々なス
ポーツトレーニングと競技の場を提供し、参加したアスリートが
健康を増進し、勇気を奮い、喜びを感じ、家族や他のアスリート
そして地域の人々と、才能や技能そして友情を分かち合う機会を
継続的に提供することです。SOではこれらのスポーツ活動に参
加する知的障がいのある人たちを"アスリート"と呼んでいます。

「アスリートのアート展覧会」の出展作品の紹介
2020年12月2日（水）～6日（日）10：00
～17：00（最終日～16：00）岩手教育会館1F
ふれあいギャラリーにて「SON・岩手設立5周
年記念 アスリートのアート展覧会」が開催さ
れました。
SON・岩手のアスリートは日頃スポーツプロ
グラムで活動していますが、スポーツ以外の分
野で活躍しているアスリートも沢山います。今
回はその一つ絵画・造形創作活動に取り組んで
いるアスリートの発表の場として、アート展覧
会を開催いたしました。
出展アスリートは18名で、作品数は50点に
なりました。展覧会の監修は斎藤明子様にお願
いしました。これまでの活動の写真スライド
ショーを斎藤収様に作成していただき会場に映
し出しました。優しく暖かい展覧会になりまし
た。ありがとうございました。

岩手県教育会館ふれあいギャラリー

丸田 隼さん
【2020年参加ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】

陸上、競泳、
スノーシューイング

【展覧会に出展した感想】

楽しかったです！！

【今後、頑張っていきたいこと】

スポーツ！！

「アート」

「隼の部屋」

78×109㎝ 20歳（三愛学舎専攻科2年）制作
＊普段からカード大の紙に色を塗ったり模様を描いた
りしていたものをアーティスティックに仕上げました。

87×62㎝ 16歳（三愛学舎本科1年）制作
＊A4サイズの紙に様々な色や模様を描き、大きな作品にす
ることで、未来の部屋のような楽しい「隼の部屋」になりました。

千葉 舞さん
【2020年参加ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】

ゴルフ

「さくら

さくら」

【展覧会に出展した感想】

作品は、どれも昔に作成し

36×95㎝ 中学生頃 制作
た物でここ数年は作品制作
＊絵画サークルに参加していた時に、さくらを描いて
に気持ちが向かないようで
と頼んだら、文字で何枚か描きました。色がきれいで
さくらのイメージが出ていたので保管してありました。す。久しぶりに作品をみて、

また制作意欲が出てくれた
ら嬉しいと思います。

【今後、頑張っていきたいこと】

肥満が深刻なので、運動を
習慣にできるよう頑張りた
いです。（親の希望）

「和敬」

88×70㎝ 高校生頃 制作

37×90㎝ 24歳頃 制作

＊地活2型のサービス利用時に習字の時間があり、
文字を書くのがすきなので、楽しく書いた作品です。

「おみせ」
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＊10代後半に店の看板やロゴを沢山描いてま
した。その一部を板に並べてみました。

【2020年参加ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】

近江 佳太さん

競泳、ゴルフ

【展覧会に出展した感想】

皆さんの素晴らしい作品に並べて
いただきありがとうございます。

「ひつじさん」

「クリスタルキャンドルホルダー」

【今後、頑張っていきたいこと】

10×10×15㎝ 中学部頃 制作

10×20×10㎝ 2019年6月 制作 2020年の活動は参加日数が少な

かったので、来年はおもいっきり ＊ガラスの輝きの中に自分の顔を描き、ろうそ
＊2匹の羊が寄り添うかわいらしい 体を動かし、体力を付け楽しく参 くの炎が暖かくゆらゆらしている。好きな作品で
作品で、自身も気に入っています。 加したいです。
す。

石黒 邦海さん

岩渕 弘暉さん

【2020年参加ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】

【2020年参加ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】

【展覧会に出展した感想】

【展覧会に出展した感想】

競泳

ゴルフ

「小物入れ」
10×20×10㎝
中学3年 制作
＊簡単な物を入れられ
るように考えた小物入
れです。

ちょっと恥ずかしかったけ
ど、色々な方々に見せられ
て良かったです。

「ヒロキワールド
～針金の森～」

【今後、頑張っていきたいこと】

10×20×15㎝2020年制作

【今後、頑張っていきたいこと】

残りの中学校生活を主に頑
張りたいです。

テレビのニュースに出てい
てびっくりしました。
これからも針金の四角を
いっぱい作りたいです。

＊針金の四角を作ることで
気持ちが安定します。角度
や丸の数などに拘りながら
毎日作っています。

（何年も前からずっと作り続けている針金
の四角（本人の呼び方）です。それを今
年初めて作品にしてみました。）

福岡 幹也さん
【2020年参加ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】

ゴルフ

「むかしのお札」

「Windowｓの歴史」

「コースター」

B5ノート 小学3年 制作

B5ノート 小学4年 制作

17×12㎝
小学2年 制作

＊自由研究で昭和の1953年か
ら平成の1994年のお札だから
貴重な物だと思いながらつくり
ました。

【展覧会に出展した感想】

みんなにたくさんの注目度
があったから、いい物が出
せたように思いました。

＊自由研究で昔の物でなかな
＊二戸のおじさんとおば 【今後、頑張っていきたいこと】
か知らない物があるから、み
さんに使ってもらいたいと ゴルフの重いドライバーを
んなに分かりやすいように書
思って作りました。
きました。
持ちたいです。

根反 悟樹さん
【2020年参加ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】

ゴルフ

【展覧会に出展した感想】

たくさんの人に観てもらえ
て良かったです。テレビの
取材は緊張しました。

「標識」
32×33㎝ 中学1年 制作

＊車が好きです。標識も好
きなので描きました。

「宇宙」
32．5×33．5㎝
中学1年 制作
＊自由な世界を描きました

「柿渋染、染いろいろ」
【今後、頑張っていきたいこと】
SOのゴルフ、お仕事頑張り
ます。
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45×33㎝ 中学3年

制作

＊キャンバス地の切れ端で初めて
柿渋染をしたものです。

住吉谷 穗佳さん
【2020年参加ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】

ゴルフ

【展覧会に出展した感想】

たくさんの人に見てもらっ
て嬉しかったです。ありが
とうございました。

「おしゃれうさぎ」
45×35㎝ 20歳 制作
＊沢山のカラフル毛糸を縦
糸に巻き付けました。

【今後、頑張っていきたいこと】

「麻のかばん、柿渋染」

40×30㎝ 20歳 制作
音楽が好きです。ピアノを
頑張ります。お仕事頑張り
＊ポットとティーカップの絵を描
ます。
きました。
SOでゴルフ頑張ります。

「星花」
57×48㎝ 22歳 制作
＊初めての油絵です。星
花をたくさん描きました。

小山田 叡さん
【2020年参加ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】

競泳

【展覧会に出展した感想】

「道路と鉄道」

「道路と鉄道」 もっと色を使った方がいい

23．5×32㎝（2枚） 23歳 制作 と思う。

＊大好きな中央線のラインカラーをいっぱい塗り
ました。

【今後、頑張っていきたいこと】

水泳で息継ぎの仕方を上手
にできるようにする。

「滝」
A4サイズ
23歳 制作
＊家族で夏に
行った滝観洞
の滝がきれい
だったので、写
真を撮りました

和田 晃さん
【2020年参加ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】

陸上、ゴルフ、
スノーシューイング

「自分を出す」

【展覧会に出展した感想】

57×41㎝
高等部2年 制作

ピカピカの建物に飾られたの
で、嬉しかったです。

＊僕の顔をイメージ
しました。
立派な先輩になれる
ように描きました。

【今後、頑張っていきたいこと】

「入学式」
23×32㎝ 高等部1年 制作

陸上とゴルフをこれからもや
り続けたいです。体力を付け ＊学校の版画カレンダーに一番の思
たいです。
い出をのせるために作りました。
【2020年参加
ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】

漆原 和陽さん

競泳

【展覧会に
出展した感想】

みんなに作品を見
てもらって嬉し
かった。

「モナリザ」
「和陽・心の川柳」

59．4×42㎝
高校3年 制作

【今後、頑張って
いきたいこと】

これから、水泳・ 「暗黒軍とその仲間達」
42×59．4㎝
サッカーの練習を
＊絵を描く題材を探して
高校3年生
制作
頑張りたいです。
＊小学校の頃の作品をためていたものを
いいる時、本を見てモナ
今回集めて、ひとつの作品に仕上げました。
体を動かして、筋
5・7・5と指をおりながら楽しそうに言葉をつ リザを描いてみたくなっ 肉付けたいです。 ＊スターウォーズが好きなので、
て、描きました。 - 4 キャラクターを沢山描きました。
ないでいたことを思い出しました。
49×72㎝

小学校3、4年 制作

草彅 陵太さん
【2020年参加ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】

競泳

【展覧会に出展した感想】

いろんな方に見てもらえて
とてもうれしいです。
【今後、頑張っていきたいこと】

プール、点画、仕事を頑張
ります。

「ゆうやけ」
60×85㎝ 2019年 制作
＊今回の展覧会のポスターやチラシに使用した絵です。

「今の気持ち1，2，3」
B5自由帳（3冊）

2019年4月制作 2019年7月制作

＊作品を手に取って下さった来場
「きれいな花1、2、3」
者方が「今の気持ち」と合ったペー
ジを開いていってくれました。明る 48×62㎝（3枚）2008年 制作
い気持ち。穏やかな気持ち。・・・
＊全ての作品はカラフルなマー
2019年9月制作
カーペンを使って描いています。

佐々木 威彰さん
「イス」
20×20×30㎝
高等部3年 制作
＊木工作業で木
の切断面や表面
を電動やすりで
丁寧に仕上げま
した。

【2020年参加ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】

競泳

【展覧会に出展した感想】

みんなに見てもらえてうれ
しかった。
【今後、頑張っていきたいこと】

これからも楽しんでピアノ
を弾きたい。お仕事も水泳
も頑張りたいです。

「テーブル」
20×20×60㎝
高等部3年
制作
＊雫石の森林に
木材を切りに行く
ところから頑張っ
た作品です。

三島 弘太郎さん
【2020年参加ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】

ボウリング

【展覧会に出展した感想】

いろんな人がみにきてくれ
たのが嬉しかったです。
【今後、頑張っていきたいこと】

「パラダイス」
100×80㎝ 作業所時代 制作

仕事とボウリングの両方を
「レザーボックス」 頑張りたいです。
20×20×252㎝
作業所時代 制作

＊3つの作品とも、じーっと考えて、考えて、考えて、それからじっくり制作をはじめました。
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「ガーベラ」
75×60㎝
作業所時代 制作

【2020年参加
ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】

三島 史子さん

ボウリング

【展覧会に出展した感想】

私の作品がテレビに
映ってびっくりしまし
た。恥ずかしかったで
す。

「ゆずスマイル」

「中国とアメリカ」

55×65㎝ 20歳頃 制作

80×100㎝ 20歳頃 制作

「冬の花火」

【今後、頑張って
いきたいこと】

70×100㎝ 2020年 制作

仕事、ボウリング、両
＊藍染めのお手伝いをして
方頑張りたいです。
いるときに作りました。

＊ゆずのファンクラブに入っ
たから描きました。

＊星いっぱい描いたからア
メリカです。中国はわかりま
せん。

藤井 春佳さん

【2020年参加ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】

競泳

【展覧会に出展した感想】

沢山の人に見てもらって嬉
しかったです。
【今後、頑張っていきたいこと】

お仕事で裂き織りを頑張り
ます。SOの水泳も頑張りた
「どうぶつブロック
「さくらピンク」（右） いです。

「ピンクのキュアメロディー」（左）

サイ、ゴリラ、ネコ」

＊私はピンク色が好きです。
春の桜のピンクと、ふわふわの羊さん
水色の空の織物を作りました。

菊池 茜さん

30×25㎝ 中学2年 制作

7×13×2．5㎝（3体）
高等部3年 制作

160×55㎝（2枚） 高等部2、3年 制作

＊電動糸のこで動物パズル
を作りました。楽しく作りまし
た。
【2020年参加ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】

競泳

「うさぎと、ひよこと、
にじと」
＊虹がすきです。ひよことウサ
ギはかわいいです。カラフル
な板をポキポキと手で折って
モザイクを作って貼りました。

菅野 一馬さん

【展覧会に出展した感想】

自分のお気に入りの作品をた
くさんの方々に見てもらえて嬉
しかったです。ニュースの中で
自分の作品が少しだけ映ったの
もとても嬉しかったです。

「カラフルMickey」

【今後、頑張っていきたいこと】

毎日のお仕事を頑張りたいです
（特に製菓のお仕事や販売）
＊色画用紙をクルクル巻いた模様 SOの水泳活動も次回の記録会
で大好きなミッキーマウスの形にし までにタイムが早くなるように
ました。 巻き方をきつくしたりゆる 練習を頑張りたいです。
30×45㎝ 2020年11月 制作

くしたり、色々な色を組み合わせて
カラフルなミッキーにしました。

事務所に寄
贈してもらい
ました。
いつでも原画
をご覧になれ
ます。

「ボウリングが好き」
30×30㎝ 高等部2年制作
＊ボウリングが大好きで、描きました
【2020年参加ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】

ボウリング

【展覧会に出展した感想】

「萩の月」
24．5×33．5㎝ 2012年 制作

＊パソコンで丸や楕円、はなびらや葉っぱの形
を選んでそれを組み合わせて絵を作成しまし
た。 色を選んだり、グラデーション にしてパソ
コンで絵を作成しました。
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昔の作品なのに、展示してくれてあ
りがたいです。
【今後、頑張っていきたいこと】

来年に向けて、ボウリングは続けた
い。仕事は、お給料たくさんもらえ
るように、がんばります。

表彰式 舘澤徳平様（奥様）へ表彰状授与

SON・岩手設立5周年記念式典及び表彰式
12月6日（日）14：30～アスリートのアート展最終日に同会場の岩手
教育会館においてSON・岩手設立5周年記念式典及び表彰式が、県文化
スポーツ部副部長佐藤法之様、ライオンズクラブ国際協会村上孝様ほか
２名のご来賓の臨席の下、アスリート、ファミリー等含め約40人の参加
者で開催されました。
理事長挨拶、佐藤県部副部長様から知事祝辞披露に続き、受賞者代表
の故舘澤徳平様の奥様への表彰状並びに記念品の授与、出展アスリート
代表小山田叡さんと藤井春佳さんへの記念品の贈呈と感想発表等が和や
かな雰囲気の中で行われました。最後は参加者全員で記念写真を撮り無
事終了しました。
＜事務局長 高橋 友三＞
「感謝の言葉」
私は、12歳の時大船渡でSOとであ
いました。
一番楽しかったことは、水泳のプロ
グラムに入って仲間とチームを組
んでリレーで銀メダルをとったこと
です。水泳プログラムではコーチが
分かりやすく上手にできるように教
えてくれます。その時自分も上手に
泳げるようになりたいと思います。
ボランティアの人たちは私たちア
スリートが大会や練習の時に頑張
れるように応援してくれて、いつも
ありがとうございます。
今年はコロナでSOの活動が出来
なくて早く仲間と活動したいと思っ
ていました。コロナが収まったらま
た前のように仲間と一緒に体を鍛
えたいと思っています。これからも
応援よろしくお願いします。
＜アスリート 小山田 叡さん＞

記念品贈呈と感想発表

ありがとうございました。
これからも裂き織りのお仕事と
SOの水泳を頑張ります。
これからもよろしくお願いします。
＜アスリート 藤井 春佳さん＞

主人はSOには最初のトーチランから関わってき
ました。支援学校に勤めていたこともあって、障
がい者の人たちの力になりたいと常々思ってい
ました。「みんなで走るからおまえも走るぞ」「T
シャツを売って資金を集めるからおまえも協力
してくれ」と言われたこともありました。今回の展
覧会良かったです。主人も生きていれば一緒に
楽しんだと思います。あの世から皆さんの活躍
を応援していると思います。 ＜舘澤 京子様＞

表彰者の皆様と
の出会いに心か
ら感謝申し上げ
ます。これからも
何卒よろしくお願
い致します。

展覧会の会期中にアスリートへの応援のご寄付が
ありました。白土 延子様、LC国際協会332-B地区ガ
バナー 菊池徳男様ありがとうございました。

スペシャルオリンピックス日本・岩手設立5周年
記念式典及び表彰式祝辞
スペシャルオリンピックス日本・岩手が設立5周年を迎えられましたことを、ま
た、「アスリートのアート展覧会」の御盛会を祝し、心からお喜び申し上げます。
スペシャルオリンピックス日本・岩手は平成16年に、細川佳代子スペシャルオ
リンピックス日本現名誉会長が盛岡を訪問されたことを契機とし、「共に生きる」
という理念の下、地区組織として、平成27年に設立されたものと伺っております。
以来、知的障がいのある方々に、年間を通じて、様々なスポーツトレーニング
とその成果の発表の場である競技会を提供してこられました。
また、スポーツ以外の分野で活躍されている方々の成果発表の場として、今
回初めてこのアート展覧会を開催されました。
スペシャルオリンピックス日本・岩手の理念や活動は、「いわて県民計画
（2019～2028）」の理念に揚げる「ソーシャル・インクルージョン」、さらには国際
社会が目指すSDGSと軌を一にするものと考えております。
県では、「いわてアール・ブリュット巡回展」や「岩手県障がい者スポーツ大
会」の開催等を通じて、障がいの有無に関わらず、県民が文化芸術やスポーツ
に親しみ、楽しむ機会の充実を図っており、今後、こうした施策の一層の推進
に取り組んでまいります。
現在、新型コロナウイルス感染症の流行が社会や経済に大きな影響を及ぼ
し、世界中が困難に直面している中、スポーツや文化芸術の力が再認識され
ています。
このような折、スペシャルオリンピックス日本・岩手が設立5周年の記念すべ
き節目を迎えましたことは、本県の障がい者スポーツ及び障がい者文化芸術
の振興にとりまして、大変意義深いことと考えております。
この度の設立5周年を契機として、障がいのある方々の活躍の場や生きがい
の創出に、より一層御尽力いただきますようお願い申し上げます。
結びに、スペシャルオリンピックス日本・岩手のますますの御発展と御参会の
皆様の御健勝、御多幸を祈念しまして、お祝いの言葉といたします。
令和2年 12月 6日
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【表彰者】（五十音順）
井上 菊江 様
大西 智史 様
熊谷 恵美子 様
田口 絢子 様
舘澤 徳平 様
成田 甲子夫 様
松﨑 たか子 様
吉田 富美子 様

事務局より
コロナ感染症対策としてオンラインで行われた
SOイベント参加者の紹介をします。
スペシャルオリンピック
ス日本は、健康増進、そし
て非対面型で多くの人がつ
ながる、オンラインマラソ
ンを開催しました。アス
リートで陸上プログラム参
加の吉田拓真さんがオンラ
インマラソンに参加して、
参加賞のマスクをいただき
ました。
ユニス・ケネディ・シュライ
バー・デー2020「みんなでユ
ニファイドボールを完成させ
よう！」キャンペーンで、
住吉谷穗佳さんが塗り絵の作
品を応募して、SOオリジナル
グッズをいただきました。

◎2021年度ＳＯＮ・岩手 プログラム活動予定と募集について
競泳

競泳

競泳

競泳

陸上競技

バスケット

ボウリング

ゴルフ

大船渡市
Ｙ・Ｓｾﾝﾀｰ

陸前高田市
B&G海洋
ｾﾝﾀｰ

盛岡市立
総合プール

ふれあい
ランド岩手

ふれあいランド
岩手、他

大船渡市
福祉の里
ｾﾝﾀｰ

盛岡
ｽﾀｰﾚｰﾝ

ｱﾎﾟﾛﾘﾝｸｽ、
南部富士CC、
他

第２、４
水曜日

第２、４
水曜日

土曜不定期
別途連絡

第２、４
日曜日

５月～１０月
日曜不定期

第２、４
日曜日

第１、３
日曜日

5月～１０月
別途連絡

18:00~20:00

18：45~20:45

16:00~18:00

12：45~14：45
13：45~15：45

10:00~12:00

13:00~15:00

10:00~12:00

２０２０年度は、冬季ナショナルゲーム北海道大会が中止になり、その後県内
の各プログラムも休止を余儀なくされ、スポーツプログラムとしては大変残念な
年度になってしまいました。盛岡地区では９月から再開したプログラムも、クラ
スターの発生などで再び11月・12月を再休止することになってしまいました。
２０２１年度は、感染症のおさまりを願いつつ、対策をしっかりしながらできる
だけ多くの回数を実施していきたいと思います。＜SP委員長 岩渕 昌文＞

8:30~10:30

＊プログラム参加希望または詳細内容を知りたい
方は、事務局までご連絡ください。
＊スポーツコーチ・ボランティアとしてアスリー
トとスポーツを楽しんで頂ける方を随時募集して
います。スポーツの苦手な方でもアスリートのお
世話や必要な補助をしてくれる方大歓迎です。
（問い合わせ：ＳＯＮ・岩手事務局）

スペシャルオリンピックス(so)は非営利活動で、運営は「ボランティアと善意の寄付」によっておこなわれています
＊スペシャルオリンピックス日本・岩手をご支援頂いている皆様（2020年1月～2020年12月10日受付分）＊
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北海道ﾅｼｮﾅﾙｹﾞｰﾑ選手団派遣費用の寄付をいただきました。

みちのくコカコーラボトリング㈱、岩舘電気㈱、オーエム通商㈱、
工藤輝雄・宏子、㈱高光建設、
村上孝・佐原茂樹土地家屋調査士合同事務所
岩手トヨペット㈱、㈱トヨタレンタリース岩手、いわて生活協同組合、
㈱三ツ星商会、盛岡ニッタン㈱ 、㈲村山畳店
㈲渥美工務店、㈱泉商店、㈱遠忠、㈱キムラ、㈱高建重機、東北電力㈱岩手支店、
㈱北日本銀行、樋下建設㈱、中村恭子、㈱モリレイ、㈱谷地保険事務所、菱和建設㈱
盛岡ガス㈱、㈱マイヤ、㈱ふじさわエヴァホール、伊藤完治、㈱岩手銀行、
きたぎんリース・システム㈱、㈱鈴木測量設計、㈱東北銀行夕顔瀬支店、
㈱中原商店ぴょんぴょん舎、国際ソロプチミスト盛岡、三寿司、辻裕子、東北住建㈱、
東北電力労組岩手本部、㈲袴田硝子店、パーツステーションジャパン、大伸工業㈱、
富士ゼロックス岩手㈱、㈱藤沢体育堂、㈱御幸造園、盛岡ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ、盛岡中津川ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ、
盛岡南ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ、盛岡不来方ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ、北上国見ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ、花巻東ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ、
陸前高田ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ、㈲モチコムジャパン、盛岡ターミナルビル㈱、㈲山口コウト工業、
吉村彰悟・玲子、白土延子、菊池徳男
野原勝、小林一、岩舘仁、大久保弘、大沢英夫、岡村房子、国分牧子、齋藤収、佐藤薫、佐藤重昭、佐々木端瑛、
佐々木和一郎、佐藤由美子、島田邦守、達下雅一、米澤利次、吉田等明、赤坂國彦、千葉光一、平野ユキ子、高橋友三、
内舘政光、大内昭一、Rita税理士法人、齋藤淳子、佐々木和彦、鈴木礼子、関根敏伸、野田武則、松川顕、松崎たか子、
松田恭一、三浦志津子、村井研一郎、大坊真紀子、高橋貴子、高橋縁、㈱東北ガス圧接、富塚ツヤ子、中田廉平、
長葭千恵子、名古屋恒彦、花柳美寿晴、山本京子、山本勇司、吉田長美、吉村智恵、吉村綱紀、吉村正博
（以上、敬称略 順不同 ）

＊ニュースレターの印刷は富士ゼロックス
岩手(株)のご協力を頂きました。

＊期間内に入会された方でも事務処理上の理由で、お名前の掲載が遅れるこ
とがありますことをご了承ください

皆様との出会いに心から感謝いたします。心温
まるご支援、ご協賛を賜りました団体及び個人
の皆様には厚く御礼申し上げます。これからも
何卒よろしくお願いいたします。
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（ 問い合わせ）〒020－0085 岩手県盛岡市紺屋町4－24
Tel/Fax ：019-613-5277
URL ： http://son-iwate.or.jp/
E-mail ：iwate@son.or.jp（変わりました）
火曜日と金曜日
10：00～15：00 在局
NPO法人 スペシャルオリンピックス日本・岩手 事務局

