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非営利特定活動法人 スペシャルオリンピックス日本・岩手

理事長 平野 ユキ子
スマイル7号発刊にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。
一昨年ようやく地区組織となり、また昨年はNPOとしての承認を得て、一躍も二躍も「躍進」を遂げ
た岩手ですが、これからが大事な時であると更に気持ちを引き締めているところで御座います。
組織として、一応の躍進を遂げたことは、皆様の御理解と御協力のお蔭と改めて心から感謝申し上げ
ますが、それとともに、こうした皆様のお気持ちにお応えするためにも、更なる躍進を目指してなお一
層励んでいかなければならないと感じています。
現在、前からの想いである新しいブランチの立ち上げに着手中です。新しい仲間を増やすのは、組織
としても発展を遂げることとなりますが、何より仲間が増えるのは私たちにとって楽しく、嬉しいこと
です。新しいブランチを設立するとともに、盛岡と気仙ブランチの仲間もまた更に増やしていきたいと
思っています。
また、今期から私はSONの理事になりました。3月10日の定時評議委
員会で決議、それに続く臨時理事会にて承認され、理事としてのスター
トを切りました。これからは岩手のみならず、SONの理事として、全国
のSONを考える立場となりましたが、これは良い意味で発展的な事と捉
えております。全国を俯瞰し、視野を広く大きく物事を考えることは実
は岩手の組織にとっても大切な事と思います。
今年は岩手は、「北海道・東北ブロック」の地区代表委員として、ブ
ロック会議等を担当したり、ブロックのコーチ研修会(9月2～3日)を開
催する役目を担う事となりました。SON・岩手はこうした役目をこなす
ほか、さらに来年愛知で開催されるナショナルゲーム（NG）に参加す
るために力をつけておかなければなりません。するべきことはたくさん
ありますが、みんなで力を合わせてしっかり取り組んでいきましょう。
今こそ皆様の気持ちを一つにSON・岩手のみならず日本のSOの発展
を願い、共に歩んで参りましょう。私も全国のSONの仲間と手を携えて、
岩手とともにスペシャルオリンピックス日本の益々の発展を願って活動
して参ります。

ＳＯＮ全国会議でＳＯＮ有森裕子理事長から
平野理事長に認証状が交付された時の写真

ＳＯＮ・岩手の事務局
は何処にあるの？
大きな看板が目印です。

東北電力の鉄塔が
近くにあります。

201７年度

NPO法人スペシャルオリンピックス日本・岩手 定期総会
（２０１７・３・１２）

SON岩手総会が開かれました
春まだ浅い3月12日(土)13時より、ふれあいランド岩
手 ふれあいホールにて、NPOとなって初めての総会が、
ファミリー約30名と事務局5名の出席により開かれまし
た。
SON理事に就任した平野理事長から、地方の小さい組
織の岩手とはいえ、臆することなく発言していきたいと
の抱負と、多くの方々の協力に感謝しつつ、アスリート
ファーストで今年度の活動を盛り上げてほしいと、挨拶
をいただきました。
2016年の活動と決算の報告、2017年活動の計画(案)と予算書(案)、法人化による定款の改正、次期役員のすべて
の議事が承認されました。欠席の方にも、総会資料が届けられているかと思います。ご一読いただけましたでしょう
か？
今年度、新たな試みとして、盛岡市の小中学校の支援学級と支援学校を対象に新会員募集の案内と説明会、北上市
に新たなブランチの誕生が計画されており、SON・岩手として新たな一歩を歩みだします。
その他、コーチクリニック（バスケットボール・水泳・ボッチャ）、競技会（水泳・ボウリング）、記録会（陸
上・バスケットボール）が予定されています。SONの活動に興味、関心、参加いただくことで、一人でも多くのアス
リートがスポーツを楽しむ機会と、ファミリー・コーチ・ボランティアの輪が広がることで、SONが岩手で周知され
るよう、一人ひとりがPR大使として発信していけたらいいですね！
連絡事項として、事務局からファミリーは一人一役で各委員会に所属し活動を盛り立てていただきたいので、未加
入の方は早急によろしくお願いいたしますとのことでした。
また、ファミリー委員会から企画中のファミリー交流会と委員の紹介がありました。ファミリー交流会は、他競技
のアスリートやファミリーが交流できる数少ない機会の一つです。お世話になっているコーチやボランティアの方々
も招き、楽しんでいただけるよう検討中とのことです。楽しみですね！
総会資料の最後に2016年にSON・岩手にご援助いただいた皆様が掲載されております。皆様のご支援、ご協力に感
謝申し上げます。
総会の決定事項が届こう利なく行われますよう、皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

201７年度

SON・岩手 新規参加者募集に伴う説明会
（２０１７・５・１３）

５月１３日（土）１３：００～ふれあいランド研修室にてＳ
ＯＮ・岩手新規参加者説明会を開催しました。
盛岡ブランチでは、学校の新学期（４月）スタートにあわせ
て、市内小中学校の特別支援学級と特別支援学校に新規アス
リート募集案内を配布しました。また、北上ブランチ設立に向
けて昨年末から準備を始めています。（下記に経過報告)
その結果、当日は盛岡や北上他、県内各地から１５組（保護
者含め約３０名）の参加がありました。
説明会では、ＳＯの紹介ＤＶＤ鑑賞とＳＯＮ・岩手の全体説
明のあと、各プログラム活動の様子が詳しく説明されました。
参加者の皆様には、興味をもったプログラムの活動日に実際
に体験して頂き、ＳＯＮ・岩手の仲間になっていただけるよう
今後のプロフラム日程などの確認を行いました。
【北上ブランチ設立に向けて】
SON・岩手ではプログラム活動の実施地域の広がりを目指して、北上市に新しいブランチの設置を働きかけています。
昨年１２月より準備をはじめています。経過を簡単にご報告いたします。
■１２月９日（金）関根敏伸県議会議員のご紹介で北上市障がい者支援事業所「萩の江」を訪問。
■１２月２０日（火）岩手県知的障害者福祉協会 会長鷹嘴さん（紫波「けやき学園」）を訪問。
（１月１３日（金）鷹嘴さんに同協会の会議にてＳＯの資料を出席者に配布していただいた。）
■３月２１日（火）北上市自立支援協議会の連絡会議にてＳＯの紹介と説明。支援団体や行政機関・教育機関の担当者の
方々が出席。
■４月２１日（金）再び「萩の江」訪問。土・日曜日の余暇支援の打ち合わせ会議に参加させて頂き、支援の現場の方々に
ＳＯの紹介。ボウリング競技などから交流をはじめてはどうかと提案。
＊皆様には貴重なお時間を頂き、ありがとうございました。説明や紹介の際、皆様にSOの活動に共感して頂く場面が多
かったように感じています。引き続き案内や広報活動をして参ります。皆様との繋がりを大切にしていきたいと思っていま
す。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

ファミリー交流会・
サンキューパーティー（気仙）
平成２８年１２月１１日、岩手県立福祉の里センターで２９名が参
加してファミリー交流会を開催致しました。
はじめは、ニュースポーツのディスゲッター９（フリスビーを使っ
て射抜くゲーム）とバッゴー（距離を取った盤に向かって交互にビー
ンバックを投げて得点を競うゲーム）を２チーム対抗戦で行い、普段
は交流出来ない水泳競技のアスリートとバスケットボール競技のアス
リートが親睦を深める良い機会となりました。
その後は、２階の和室で短い時間でしたがサンキューパーティーを
兼ねた昼食会を行いました。久しぶりに水泳競技ｺｰﾁの井上さんも参
加していただき、みんな喜んでいました。＜気仙事務局 菅野里砂＞

アスリートの感想
■昨年12月11日(日) 福祉の里センターで気仙ブランチの
交流会がありました。ディスゲッター9とバッコー、卓球バ
レーの3種類のニュースポーツをしました。
ディスゲッター9は、フライングディスクを1～9の番号に
当てるゲームでした。何度も練習しているうちにみんな上
いろいろなゲームをして盛り上がりました。他の子
手になりました。私も番号に当てることが出来てとても楽
を応援する姿や勝った時に全身で喜んでいる姿が見ら
しかったです。
れて、大変微笑ましかったです。普段は会えないバス
バッコーは、お手玉を台の穴の中に入れるゲームでした。
ケットの子達とも交流でき、とても楽しい時間を過ご
力が強いと台から落ちるし、弱いと穴に入らなくて難し
す事ができました。＜ファミリー 村上 千絵＞
かったです。
卓球バレーは、いわて国体のオープン競技としてふれあ
いランド岩手で、昨年10月に開催されたスポーツです。卓
球のボールの中に鈴が入っていて、板で転がすゲームでし
た。何度もやったことがあるので楽しくできました。
当日は、水泳コーチの井上さんも一緒にニュースポーツ
をして、とても楽しい1日でした。もっと色々なニュース
ポーツをしたり、気仙も盛岡も一緒に交流会が出来たらい
父子の参加となりました。ディスゲッター9、バッコー
いなと思いました。
＜菊池 茜＞
競技についてはともに終始笑顔で張り切って行えました。
■ぼくは、ディスゲッター９とバッコーをやりました。
あれだけ身体を動かしたのに胸がイッパイなのか少食で
かんたんにできました。楽しかったです。
した。皆さんとの交流を楽しめた一日でした。また機会
＜大田 敦也＞
があれば参加したいと思います。＜ﾌｧﾐﾘｰ 村上 諭＞

AEDを用いた応急手当講習会
ＡＥＤ（自動体外式除細動器）講習会を終えて
４月３０日（日）、盛岡市総合プールの会議室に
て、盛岡中央消防署 消防士長の藤原晃浩さんを講師
にお迎えし、参加者１７名でＡＥＤを用いた救命処
置についてご指導をいただきました。
前半の部では、お配り頂いた講習用パンフレット
に各自目を通しながら、救命処置に重要な心臓マッ
サージと人工呼吸の方法を詳しく学びました。後半
の部は、参加者が二人一組になりマネキン人形を相
手に救急時を想定してロールプレイ形式で、一人が
心臓マッサージと人工呼吸を担当して、もう一人は
ＡＥＤの使用方法を実践しました。参加者全体が役
割を担当し、実際にＡＥＤそのものに触れ、電気
ショックのボタンを押す等の体験をしました。
藤原さんのお話が聞きや
すくわかりやすい説明で、
質疑応答も活発に行われま
した。講習会の終了後には、
「時間が経つと忘れてしま
うから、定期的にやりた
い」という積極的な感想が
聞かれました。
＜医療安全対策副委員長 小山田 あや子＞

参加者の感想
■慣れないことで緊張しましたが、実際にやってみたことで、
応急手当を必要とした人と居合わせた時に、助ける力になれ
そうな気がしてきました。もっと沢山の方に参加してもらい
たかったです。また機会があれば参加したいです。
＜気仙ブランチ ファミリー 志田 広子＞
■数年前に受講したことがあったのですが、忘れていたので、
今回貴重な体験が出来ました。実際のＡＥＤ機器にさわって
体験できたので、救急時の対応のイメージが出来ました。定
期的に講習を受けたいと思いました。
＜盛岡ブランチ ファミリー 丸田 桂＞

お知らせ
２０１７年第３回
スペシャルオリンピックス日本・
岩手地区大会について
２０１６年度は、希望郷いわて国体・希
望郷いわて大会が開催され、日程や会場の
調整の都合で、ＳＯＮ・岩手地区大会は残
念ながら行われませんでした。
今年度は、ＳＯＮ・岩手地区大会を開催
します。
【開会式・水泳競技会】
日時：２０１７年１０月 ８日（日）
１０：００～１５：３０
会場：盛岡市立総合プール

「ユニス・ケネディ・シュライバー・デー」イベント
（ボッチャ交流会）について
昨年まで9月の土曜日だったEKSデーですが、今年から7月20日
とし、また”EKS”とは略さずに「ユニス・ケネディ・シュライ
バー・デー」と呼ぶことになったと、SO国際本部から発表されま
した。
なお、今年以降は平日であっても7月20日が「ユニス・ケネ
ディ・シュライバー・デー」で、年によって日程が変わることは
ありません。
ＳＯＮ本部より、今年は「ユニス・ケネディ・シュライバー・
デー」への移行期間ということなので、ＳＯＮ・岩手におきまし
ては、年度当初の予定通り、ボッチャ交流会を昨年度同様１０月
に実施する予定です。

【ボウリング競技会】
日時：２０１７年１０月１５日（日）
１０：００～１２：００
会場：盛岡スターレーン
【陸上競技 記録会】
詳細未定
【バスケットボール 記録会】
詳細未定
【ゴルフ 記録会】
詳細未定
＊開催要項は随時ご案内いたします。

ファミリー交流会について
【盛岡ブランチ】
２０１７年度はお世話になっている皆さん
をお招きして、サンキューパーティーを秋に
開催する予定です。お楽しみに・・
【気仙ブランチ】
２０１７年度も皆で楽しく交流会をしま
しょう。
＊日程が決まりましたら、お知らせいたしま
す。

コーチクリニックについて
２０１７年度ＳＯＮ・岩手では、バスケットボールと水泳競技の
コーチクリニックを予定しています。開催要項が決まり次第、ご案
内いたします。
また今後、ＳＯＮ・岩手で新しくボッチャのプログラムを検討し
ていく上で、ボッチャのコーチクリニックも行っていく必要がある
と考えています。こちらも開催が決まりましたら、多くの皆様に参
加していただきたいと思っています。

北海道・東北ブロック
下半期 事務局長 SP委員長会議・認定コーチ研修会
（岩手開催）について
■下半期 事務局長 SP委員長会議
開催日程
：２０１７年９月２日（土）
会場
：アイーナ会議室
■認定コーチ研修会
開催日程
：２０１７年９月３日（日）
会場
：盛岡スターレーン（会議室・ボウリング場）
内容
：「プログラムクリニック（ボウリング）」
「ユニファイドプログラムについて」
＊認定コーチの皆さんご参加ください。

２０１８年ナショナルゲームの予告
「２０１８年第７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・愛知」が開催されます。
開催日程：２０１８年９月２２日（土）～２４日（月・祝）の３日間
９月２２日（土）
開会式
９月２３日（日）
競技（予選：ディビジョニング）
９月２４日（月・祝） 競技（決勝）/表彰/閉会式
開催地 ：愛知県内各所（名古屋市、豊田市、刈谷市を予定）
参加者数：約１６，４００名
実施競技：（予定）１３競技・・水泳競技、陸上競技、バドミントン、バスケットボール、ボウリング、馬術、
サッカー、ゴルフ、体操競技、卓球、テニス、バレーボール、フライングディスク
＊今年度の９月頃に大会の競技要項が発表されます。ＳＯＮ・岩手ではナショナルゲーム参加希望のアンケートをと
る予定です。
＊夏季ワールド大会は、2019年3月アラブ首長国連邦のアブダビです。

各委員会・事務局より

財務委員会から
平成29年度の財務委員会の活動計画は
１．新規会員の拡充、現会員の継続維持
（勧誘文書や訪問による新会員の掘り起し、現会員の
継続依頼）
２．SONへの理解を示す企業等からの協力を得て、
本会の活動資金を調達する。
（自販機売上げの一部を寄付して頂くことなど）
３．SONへの理解を深めるイベントを企画し、
得た利益をアスリートの活動に資する。
（知的障碍者と健常者がコラボできるようなイベント
を考えたい ）
＜財務委員長 舘澤 徳平＞

昨年度から全会員の皆様にいずれかの委員会に所属してい
ただくことになりました。ご協力お願いいたします！

スポーツプログラム委員会から
SP委員会では、今年度もアスリート達が楽しく力
一杯活動できるプログラムの運営を行います。秋に
は２年ぶりとなるSON・岩手地区大会が行われる予
定になっています。日々のプログラムに参加するア
スリート達が輝ける場として、盛大に開催したいと
思います。また、平成３０年にはナショナルゲーム
愛知大会が行われるということで、この大会への参
加も見据えながら、日々の充実したスポーツプログ
ラムを実施していきたいと思います。
＜ＳＰ委員長
岩渕 昌文＞

広報委員会から
広報誌「スマイル」はＳＯＮ・岩手の最近の出来
事や話題を提供し、会員の皆様にお伝えしていきま
す。さらには、新規参加者の募集や賛助会員拡大の
お役にたてるよう、わかりやすく見やすい誌面にな
るよう頑張っていきます。
原稿依頼は勿論、イベントや競技会・大会などで
の取材にはアスリート・ファミリー皆様のご協力が
必要です。どうぞよろしくお願いいたします。
＜広報委員長 住吉谷 文子＞

ファミリー委員会から
スペシャルオリンピックス日本が示しているよう
にアスリートが日常のプログラムや行事を通して、
少しずつでも自立し成長していけるように、ファミ
リーも見守って行きたいです。
盛岡ブランチでは、今年度はアスリート、ファミ
リーと一緒にコーチ、ボランティア、お世話になっ
ている方々に感謝の気持ちを伝えるサンキューパー
ティーを企画したいと思っています。
気仙ブランチも昨年同様に交流会を企画していき
たいと思っています。沢山の方に参加していただけ
るとありがたいです。
ファミリー委員一同、今年も一年間前向きで活動
していきたいと思っていますので、よろしくお願い
します。 ＜ファミリー委員長 佐々木 さやか＞

事務局から
★事務局次長（2017年より）田中大作さんの紹介★
勤務先がSONのナショナ
ルパートナー。2012年猪
苗代の冬季ナショナルゲー
ムに会社から約800名がボ
ランティアとして参加した
社内ニュース。
その1ヵ月後のある会合
での平野理事長との名刺交
換。（肩書の中のSONの文
字を発見！）
こんな偶然からお手伝い
することになりました。
これからも微力ながら、
アスリートの皆さんを盛り
上げたいと思います！
＜田中 大作＞
★気仙ブランチ事務担当の紹介★

「偶然？必然？の出会い」

ボランティア委員会から
ボランティア委員会は、アスリートたちが競技しや
すいように、様々な競技会や大会の運営に側面から、
ボランティアとして活動しており様々な方（ファミ
リー、一般、学生等）にご協力いただいております。
今年度は、水泳、ボウリング、ボッチャ、他様々な
競技会やイベントが開催されます。
ボランティアを希望される方は、どなたでもＯＫで
す。是非当委員会へのご協力をよろしくお願いいたし
ます。
＜ボランティア委員長 吉田 光男＞

医療安全対策委員会から
今年度もアスリート及びファミリーが楽しく安全な
活動ができるよう気をつけていきたいと思っています。
その為には、一人の力では成せない事も、コーチや
ファミリーとコミュニケーションをとることによって、
アスリートの体調を聞くこともあるでしょうし、普段
と違うアスリートの様子を伝えてもらうことが出来ま
す。それによって、事故を未然に防ぐことにつながる
と思います。その時は是非言葉に出して伝えてもらい
たいと思っています。今年度も皆様のご協力が必要で
すので、どうぞよろしくお願いいたします。
＜医療安全対策副委員長 小山田 あや子＞

今年度運営委員をやることになりました、岡田智
子といいます。岡田響の母です。
皆さんにいろいろとお聞きしながら、お手伝いし
ていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。＜岡田 智子＞

事務局室内に、SON
有森裕子理事長のサイン
が飾ってあります。

◎２０１７年度ＳＯＮ・岩手 プログラム活動予定と募集について
水泳

水泳

水泳

陸上

バスケット

ボウリング

ゴルフ

大船渡市
Ｙ・Ｓ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

サンゴルフ
松園、他

第２、４
水曜日

2017年詳細
日程表下記

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～８月
日程表下記

18:00~20:00

16:00~18:00

13:00~14:00
14:00~15:00

10:00~12:00

13:00~15:00

10:00~12:00

10:00~12:00

盛岡市立総合プール（水泳プログラム)日程表
★２０１７年（５月以降） ★２０１８年
５月・・２０日
１月・・２０日
７月・・２９日
２月・・３日、１０日、１７日
８月・・１２日
３月・・３日、２４日
９月・・９日、２３日、３０日
１０月・・７日
１１月・・４日、１１日
１２月・・２日

ゴルフプログラム日程表
★２０１７年
・サンゴルフ松園→盛岡市北松園４-３５-２
５月・・１３日、２１日
６月・・４日、１８日
７月・・９日、２３日
８月・・６日
・南部富士ＣＣ→八幡平市大更４７-３４-２
８月・・２０日

☆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日本・岩手をご支援頂いている皆様（２０１６年１月～２０１７年４月受付分）

北翔会、岩舘電気(株)、岩手トヨペット(株)、
北翔会、岩舘電気(株)、岩手トヨペット(株)、
オーエム通商(株)、(株)高光建設、吉田等明
等明
オーエム通商(株)、(株)高光建設、吉田

＜ＳＯメイト＞→
＜ＳＯメイト※＞

富士ゼロックス岩手(株)、いわて生活協同組合、達下 雅一
(有)渥美工務店、(株)泉商店、(株)岩手朝日テレビ、(株)キムラ、(株)高建重機、
(株)たぐちメディカル、東北電力(株)岩手支店、東北住建(株)、(株)中原商店、
みちのくコカコーラボトリング(株)、盛岡ガス(株)、(株)モリレイ、吉村 智恵・彰悟、
菱和建設(株)、盛岡ターミナルビル(株)、小林 一、島田 邦守
(株)岩手日報社、(株)岩手めんこいテレビ、東北電力労組岩手県本部、ソロプチミスト
盛岡ライオンズクラブ、三寿司、ゾンタクラブ、パイロット
岡村 房子、辻 裕子、村井 研一郎、米澤 利次、野田 武則、冨塚 ツヤ子
佐藤 正美・由美子・香、吉田 富美子、松﨑 たか子 、鈴木 禮子
（以上、敬称略 順不同 ）

※ＳＯメイトとは、スペシャルオリンピックス日本で新しく始める、法人・企業等賛助金の名称です。
ＳＯメイトでは、１口１０万円が基本となります。ＳＯメイトとして協賛していただく場合は、この金額設定をお守り下さい。
（ＳＯＮでは、100万円以上はオフィシャルスポンサーとなりますので、9口までの協賛企業を対象としています。）
地区組織のＳＯメイトは、スペシャルオリンピックス日本 ニュースレターＲａｉｎｂｏｗ、総会資料、また、ホームページ
等でも法人・企業・個人の御芳名を掲載させていただきます。
＊２０１７年５月以降にご賛助頂いた方々につきましては、次号スマイルにて御芳名を掲載させていただきます。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。
＊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。

＊問い合わせ先＊
〒０２０－０８８５ 岩手県盛岡市紺屋町４－２４
Tel/Fax : ０１９－６１３－５２７７
E-mail ： son_iwate@son.or.jp
月曜日と金曜日の 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

