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スペシャルオリンピックス（SO）は、知的障害のある人たちに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、年間を通じ提供している国際的なスポーツ組織です。活動を通して彼らの自立と社会参加を促進し、
生活の質をより豊かにすることを目的に活動しています。また、SOではこれらのスポーツ活動に参加する知的障害の
ある人たちを"アスリート"と呼んでいます。

アスリート作品絵画の
ラッピングカー
（㈱高光建設様）

スペシャルオリンピックス日
本・岩手のアスリートは、ス
ポーツだけでなくアートでも活
躍しているよ！そんな思いを乗
せた車です。
安全パトロール車のボディー
を飾る、全社で選んだお二人の
作品は、圧倒的存在感です。
昨年末から現場災害ゼロを目指
して、今日も走り続けています。
【㈱高光建設安全協議会】
★「ゆずスマイル」三島 史子さん
★「アート」
丸田 隼 さん

ご挨拶
「ウィズコロナの取り組み」

またSON・岩手のプログラム自体の活動も現
在はストップしており、感染対策をしながらの
再開を検討中で、運営委員会でも活動再開の検
理事長
平野 ユキ子
討が議論されていますが、結論は出ていません。
新緑のさわやかな季節となって参りましたが、コロナ
皆が集まってプログラムが出来ない中、今年
禍に見舞われて、3回目の年を迎えています。
は「チャレンジ世界一周」と言う個別で行うプ
コロナはまだ終息には至っておりませんが、世界的には
ログラムが皆様のお手元に既に届いていると思
次第に経済活動も再開される傾向が出ており、今年から
います。昨年同様チャレンジする内容は各自が
は感染対策をしつつ各所で活動再開の動きも見られます。 決めたプログラムで行います。
SONにおいても、今年は4年に一度の全国大会が広島
昨年の『日本一周』に引き続いて、今年は
で開催されることが決まっています。この全国大会は、
『世界一周』にチャレンジしましょう！！ み
11月にコロナ対策のため規模を縮小して行われます。岩 んなが集まってプログラムの再開が出来るまで、
手からの参加者数もかなり縮小され、参加希望者全員は
おうちで個々にチャレンジしてください。昨年
参加できないうえに希望プログラムにも参加できない状
同様、成果に応じての表彰もあります。お楽し
況となりました。それでも閉塞的な状況からは徐々に脱
みに・・・。
していると前向きに捉えて行きたいと思います。
NPO法人

スペシャルオリンピックス日本・岩手

「チャレンジ世界一周」について
★昨年度に続き、2022年度スペシャルオリン
ピックス日本・岩手では、ウィズコロナ時代
の取り組みとして第2弾「チャレンジ世界一
周」を行います。このイベントは、、各ス
ポーツプログラム活動が思うように実施出来
ない場合などに備え、アスリートが自宅で取
り組める軽運動を提案し、体力の向上と健康
維持を図ります。また、アスリートとファミ
リーが一緒に楽しめる機会とし開催するもの
です。

4～10月
（7ヶ月間）
頑張り
ましょう！！

参加者
全員表彰

自分の体力・運動能力にあわせて
どんな運動でもOK!

★結果発表はスマ
イル18号（次号）
で参加者全員のお
名前を載せて、発
表します。お楽し
みに

193カ国の国旗にシールを貼って
めざせ！！世界一周

2022第8回

スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナル大会・広島
略称：スペシャルオリンピックス2022広島
★ＳＯＮ・岩手では2名のアス
リートが競泳に出場予定です。
アスリート：小山田 叡さん
漆原 和陽さん
団長: 小山田 あや子
ﾍｯﾄﾞｺｰﾁ: 漆原 孝
※競泳会場は呉市営プール
（呉市）で行われます。

●分火（ランタン）がSON・岩手に
2022年4月2日大会の安全と成功を祈願し
大会のシンボルとなる大会火を採火し、全国
の地区組織に分火されました。
＜採火式＞
・ 広島平和記念公園・平和の灯より採火
・ 原爆の子の像前広場にて採火式セレモニー
＜トーチランファーストレグ＞
・ 大会サポーターにより
分火式会場へ大会火をつなぐ
トーチリレー
＜分火式＞
・ 分火
（各地区組織へ大会火を渡す）
※4月19日、分火されたランタン
がSON・岩手事務局に届きました

頑張るアスリートをみんなで応援しましょう！
※10月には壮行会を予定しています。

「Power of Smile」 ～だれもが輝ける場所へ～
■ 開催日程：2022年11月4日（金）～6日（日）3日間
2022年11月4日（金）開会式
2022年11月5日（土）競技予選（ディビジョニング）
2022年11月6日（日）競技決勝/ 表彰/ 閉会式
■ 開 催 地： 広島県内各所
（広島市、呉市、三原市、北広島町）

昔（2004年）
あったずもな

岩手でも2005年に長野で行われた冬
季世界大会の開催のPRおよびスペシャル
オリンピックスの認知度を高め、協力、
支援の輪を広げる活動として、トーチラ
ンが行われました（とさ。）

（当時のチラシ）
どんとはれ

ユニクロ様より、スポーツウェアの提供
この度、SO 活動に多大なご
支援してくださっているユニク
ロ様より、スポーツウェア提供
がありました。SON・岩手の
アスリートの皆様に4月22日送
付しました。

2022年度定期総会
～初の書面開催～
SON・岩手総会は例年３月に集合形式で開催して参
りましたが、今年度についてはコロナ感染の拡大を受
け、感染防止の観点から初めて書面開催いたしました。
２月下旬に議案書を送付し書面評決書提出を3/11
までとして実施しました。結果、ほぼ全員の72名か
ら回答をいただき、議案は原案通り可決されました。
ご協力ありがとうございました。

ゆうきのつばさアート展に出展
【ユニクロ様へアスリートのお礼メッセージ】
■かっこいいウエアをありがとうございました。ぼく
は、陸上とゴルフをやっています。練習を頑張ってい
ます。かっこいいアスリートになって頑張ります！
＜和田 晃さん＞
■ スポーツウエアありがとうございます。とてもカッ
コイイです。これを着ていっぱいスポーツをやりたい
です。ありがとうございました。
＜海沼 頼太さん＞
■かっこいいスポーツウエアを寄付していただいて、
ありがとうございます。スポーツ活動をする時、使わ
せていただきます。はやくコロナが終息して外でおも
いきって仲間とスポーツ出来る日がくると良いです。
＜小山田 叡さん＞

＜菅原 綾大さん＞

＜住吉谷 穗佳さん＞

■2022年4月2～3日の二日
間、幕張メッセ国際展示場
3ホールにて「ゆうきのつ
ばさアート展」が開催され
ました。今回は、
『SATOYAMA&SATOUMI
に行こう』をテーマとして
自身の住む地域や思い出の
場所・好きな景色やそのイ
メージなどを表現した作品 草彅陵太さん作品「ゆうやけ」
が展示されました。
SON・岩手から盛
岡ブランチアスリート
草彅陵太さんの
『ゆうやけ』が展示さ
れました。来場者から
「ゆうきのつばさアー
ト展の継続開催を楽し
みにしてるよ」と声か
けしてくださったり、
「どの作品からも元気
がもらえるね！」 な
（幕張メッセ国際展示場3ホール）
どのお声をいただいた
そうです。

気仙ブランチ事務局
メンバー紹介

県南ブランチ事務局より
昨年11月23日にライオンズクラブ
様の大きな支援をいただき、ＳＯＮ
岩手よりの応援で、県南ブランチを
立ち上げることができました。
陸上競技で一部活動を始め、2月に
はボッチャ交流会を行う予定でした
が、コロナでできないままです。
5月15日には、ライオンズクラブ
国際協会の332-Ｂ地区年次大会が、
水沢で開催され、記念事業として、
県南ブランチ設立を掲げ、県南ブラ
ンチの千葉裕克代表に200万円の目
録が贈呈されました。
プレハブ倉庫も購入して、これか
らボッチャやフライングデスクなど
の用具も購入予定です。プログラム
が再開されたなら、できるだけファ
ミリーが中心になって活動できるよ
うに取り組みたいと思います。これ
からも県南ブランチへのご支援をお
願いいたします。

ひまわり園内
はっぴぃウイングとプレハブ倉庫

寄付目録

用具を収納する
プレハブ倉庫

■気仙ブランチの事務局をして
いる千葉です。コロナ禍の中で、
活動がなかなか再開できないこ
とを残念に思っています。娘は
水泳やバスケットを楽しみにし
ていますが、何よりも仲間の皆
さんに会えることが、一番うれ
しいことのようです。よろしく
お願いします。
＜千葉 房江＞
■こんにちは。今年度から気仙
ブランチの担当をする事になり
ました清水桂子です。よろしく
お願いします。一緒に身体を動
かし、会話をしながら穏やかな
活動が私の楽しみです！！
楽しい活動が出来るようにサ
ポートしていきたいです！！
＜清水 桂子＞

◎2022年度ＳＯＮ・岩手 盛岡・気仙ブランチのプログラム活動予定と募集について
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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

㈱高光建設ラッピングカー
SON・岩手のロゴマーク使用

オフィシャルサポーターは2年以上の継続を
条件として、「NPO法人スペシャルオリンピッ
クス日本・岩手」の名称とロゴマークを広告等
に使用することを認めております。（要契約）
（例）CM・TV・ラジオ・新聞広告etcの他、
自社で発行する印刷物などに
「〇〇〇は、スペシャルオリンピックス日本・
岩手を応援しています。」等

橋場あや様より手作
りのふわふわボール
15個の寄贈があり
ました。今後の交流
会やイベントなどで
活用させていただき
ます。有り難うござ
いました。

＊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（2021年1月～2022年5月受付分）＊

ライオンズクラブ国際協会332ーB

＊県南ブランチ立ち上げの際に多額なご寄付を頂きました。

みちのくコカコーラボトリング㈱、岩舘電気㈱、㈱高光建設、
㈱トヨタレンタリース岩手、村上孝・佐原茂樹土地家屋調査士合同事務所
いわて生活協同組合、岩手トヨペット㈱、オーエム通商㈱
㈱三ツ星商会、盛岡ニッタン㈱
㈲渥美工務店、㈱泉商店、一関中央ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ、㈱岩手朝日テレビ、NTT東日本岩手支店、
㈱遠忠、㈱北日本銀行、㈱キムラ、㈱高光建設安全協議会、㈱高建重機、樋下建設㈱、
東北電力㈱岩手支店、ねそり歯科、盛岡ガス㈱、㈱モリレイ、菱和建設㈱
㈱ふじさわエヴァホール、橋場あや、Rita税理士法人、餘目英男 、伊藤完治、㈱岩手銀行、
㈱IBC岩手放送、菊池徳男、きたぎんリース・システム㈱、三寿司、㈱鈴木測量設計、
大伸工業㈱、㈱東北銀行夕顔瀬支店、東北住建㈱、東北電力労組岩手本部、徳清倉庫㈱、
㈱中原商店ぴょんぴょん舎、野田武則、パーツステーションジャパン、㈲袴田硝子店、
畠山大、花巻東ライオンズクラブ、富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱
㈱藤沢体育堂、㈱マイヤ、㈱御幸造園、㈲村山畳店、㈲モチコムジャパン、
盛岡ターミナルビル㈱、盛岡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、盛岡中津川ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ、
㈲山口コウト工業、㈲吉田建装、吉村彰悟・玲子、陸前高田ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ
小林一、佐藤薫、佐藤優美子、佐藤辰男、山本京子
赤坂國彦、岩舘仁、大久保弘、大沢英夫、岡村房子、佐々木和一郎、佐藤重昭、
高橋友三、田中大作、千葉光一、中村恭子、平野ユキ子、吉田等明、米澤利次
内舘政光、大内昭一、菊池優幸、斎藤収、齋藤淳子、斎藤文吾、佐々木和彦、島田邦守、鈴木礼子、
大坊真紀子、高橋貴子、高橋縁、富塚ツヤ子、中田廉平、名古屋恒彦、長葭千恵子、野原勝、花柳美寿晴、
松川顕、松崎たか子、松田恭一、三浦志津子、村井研一郎、山田隼弥、吉田長美、吉村智恵、吉村綱紀、吉村正博
（以上、敬称略 順不同 ）
＊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

＊印刷は富士フイルムビジネスイノベーション
ジャパン(株)のご協力を頂きました。
※運営資金や大会・競技会の協賛、ウエアなどの物品
提供、施設の貸与など、皆様のご支援をお願いいたし
ます。資金面ならサポートできる、物品面ならサポー
トできる、会場提供ならサポートできる、等々そんな
お心をお寄せくださる個人の方、企業の方、当会への
ご支援を心よりお待ち申し上げております。

（ 盛岡・気仙ﾌﾞﾗﾝﾁ問い合わせ）
〒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
火と金曜日 10：00～15：00 在局
NPO法人SON・岩手 事務局

（県南ﾌﾞﾗﾝﾁ問い合わせ）
〒023－0833
岩手県奥州市水沢上姉体2－1－1
（社会福祉法人ひまわり会 ひまわり園内）
TEL：0197-26-4682 FAX ：0197-26-4685
E-mail ：himawari-en@iwate.email.ne.jp
ひまわり会内 SON・岩手県南ﾌﾞﾗﾝﾁ事務局

