
　知的障がいのある人たち（スペシャルオリンピックスではアスリート
と呼んでいます。）に日常的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、年間を通じて提供し、社会参加を応援する国際的
なスポーツ組織です。アスリートとファミリーがボランティアや支援の方
々に支えられ、日々のスポーツ活動を楽しんでいます。

スペシャルオリンピックスとは・・・ 今年度も認証状を頂きました

ご寄付を頂きました。
スペシャルオリンピックス日本は創立25周年を迎え、３月の全

国会議で細川佳代子名誉会長と、熊本の中村勝子様に感謝状を贈
呈しました。お二人こそ日本でのスペシャルオリンピックスの産
みの親であります。現在では47都道府県に組織があり、夏季・冬
季のナショナルゲームがそれぞれ４年に１回ずつ開催されていま
す。静岡は準備委員会の時に夏季・冬季に１回ずつ参加し、正式
に認証されてからも夏季大会に３回参加しました。今年は、関東
ブロックの卓球大会と愛知での大会（ボウリング、卓球）に招待
されています。アスリート達にとって他県のアスリートとのゲー
ムはとても大きな経験になります。友人を作り、ファミリーから
離れて行動することで成長が加速します。しかし、何より大切な
ことは日頃の練習です。時間を守り、ルールに従い毎回コツコツ
と続けることによる人間としての成長と技術の向上は素晴らしい
ものがあります。今年の夏季地区大会は、ボウリング競技に加え
卓球競技も開催されます。にぎやかに楽しく大会を盛り上げてい
きたいと思います。大会開催に関しましては、多くのボランティ
アの皆さんのご協力と多くの企業からのご支援が頼りです。そし
て、沢山の応援に来てくださる方々があってこそアスリートに
とっても大きな励みになります。どうぞよろしくお願いします。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長  湯 浅 優 子
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３月30 日に「全国代表者会議」が行われ、有森裕
子理事長（元オリンピック女子マラソンメダリス
ト）より静岡県においてスペシャルオリンピック
スの活動を展開することを認めていただける認
証状を今年度も頂くことが出来ました。思いを新
たに今年の活動を進めて行きたいと思います！

静岡県中小企業家同友会様から2019年度通常

総会の際に 67,470 円のご寄付を頂きました。

温かいご支援にあらためて心より厚く御礼申し

上げます。

2018年度全国代表者会議2019年度全国代表者会議





ぜひ、アスリート達の日頃の練習の成果を観に来てください。
アスリートの笑顔の数だけ（いや、それ以上の）感動があります。

6 月　２日（日）ボウリング競技の部　９時３０分から１２時予定

　　　　　　　　　神明ボウル 　（静岡県静岡市葵区神明町７１−１）

6 月１６日（日）卓球競技の部　９時３０分から１２時予定

　　　　　　　　　富士市立看護専門学校 　（静岡県富士市本市場新田１１１−１）

大会テーマ

さあ輝こう！私たちの可能性は無限大。

応援よろしくお願いします！ !

第10回夏季地区大会

スペシャルオリンピック
スのスポーツ活動に参加
する知的発達障害のある
人を、「アスリート」と
呼んでいます。知的発達
障害のある 6 歳以上の
人ならば、誰でもアス
リートとして参加する資
格があります。

ご家族も、スペシャルオ
リンピックスを支える大
切な一員です。アスリー
トといっしょに思いきっ
て一歩を踏み出し、ス
ポーツを楽しんだり、新
しいことにチャレンジし
ませんか？可能性が広が
ります。

スポーツトレーニングプ
ログラムでは、多くの
コーチが活躍していま
す。専門的な技能や競技
経験がなくてもご参加下
さい。スペシャルオリン
ピックスではコーチ育成
のための研修会も開催し
ています。

スペシャルオリンピック
スは、アスリートを中心
に、ファミリーとボラン
ティアがともに活動する
ことで成り立っていま
す。コーチ、広報活動、
事務局運営、送迎、応
援・・・あなたの出来る
ことを出来る時間でご参
加ください。

スペシャルオリンピック
スの活動は、非営利で行
われ全て善意の寄付、協
力によって運営されてい
ます。運営資金や大会の
協賛、ウェア等の物品提
供、施設の貸与等、皆様
のご支援をお願いいたし
ます。

プログラム 会　　　場 曜　日 時　間

ボウリング 三島会場 日曜クラス

ボウリング 三島会場 金曜クラス

ボウリング 原会場

ボウリング 静岡会場

日

金

火

日（第１・第３）

三島市 ジョイランドボウルみしま

三島市 ジョイランドボウルみしま

沼津市 ジョイランドボウル原

静岡市 神明ボウル

藤枝市 藤枝市民体育館

富士市 富士市立看護専門学校

18：00 ～ 20：00

18：30 ～ 20：30

18：30 ～ 20：00

18：30 ～ 20：00ボウリング 富士宮会場 水富士宮市 ビラ江戸屋ボウル

17：00 ～ 19：00

卓球 沼津会場

卓球 富士会場

日沼津市 愛鷹広域公園　多目的競技場内トレーニングルーム 10：00 ～ 12：00

卓球 藤枝会場 土 10：00 ～ 12：00

土 9：30 ～ 11：30

☆日程が変更になる場合がありますので事前に事務局にご確認ください。＜スポーツプログラム＞

【参加申込み・お問合わせ】　事務局 : 電話 080-4201-0120

区区地地 だだ よよ りり 東部地区

卓球富士会場では、富士市立看護専門学校（富士市本市場新田）の協
力のもと、2018年８月にコーチクリニックを開き、9月より活動を
本格化させました。2019年３月現在、10代から40代までのアス
リート6人が登録しています。活動場所は富士市立看護専門学校の体
育館や富士市教育プラザ（富士市八代町）の卓球ルームを貸してもら
い、基本的に毎月第２・第４土曜日の午前9時30分から11時30分で
活動しています。ファミリーやボランティアと共に「スポーツを楽し
む」をモットーに掲げており、参加者全員で和気あいあいと練習に取
り組み、笑顔のあふれる活動を目指しています。６月には富士市立看
護専門学校において夏季地区大会が開催されることが決まったことも
あり、大会に向けてアスリートたちの練習にも熱が入っています。



三島信用金庫　西支店　　普通預金　１１９５１９０
沼津信用金庫　駅北支店　普通預金　００２６８０５
特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・静岡　理事　湯浅優子

寄付金・会費振込先

※このニュースレターの印刷は、富士ゼロックス静岡株式会社 様にご協力いただいております。

スペシャルオリンピックスでは当法
人を運営面・資金面で積極的に支え
ていただける方を正会員と呼んでい
ます。 正会員としてご入会された方
は、年一度開催される総会に出席し、
議決権をもつことができます。

スペシャルオリンピックスの活動
は、個人、企業・団体などのご寄付、
協賛によって支えられています。 私
たちの活動を資金面で賛助してい
ただける方は、賛助会員としてご
入会ください。

正会員 賛助会員 登録会員

入会金：1,000 円 ( 入会時 )
個人年会費：5,000 円
企業・団体年会費：10,000 円

個人年会費：
　一口 /3,000 円 ( 一口以上 )
企業・団体年会費：
　一口 /10,000 円 ( 一口以上 )

入会金・年会費はございません

スペシャルオリンピックスの目的に
賛同された個人の方は、登録会員と
してご入会ください。

飯島久子 植田久  遠藤隆  大西哲  奥村明美 大塚道子 長田美子

勝又敏弘 加藤鈴子 加藤典良 上出洋介 唐鎌益美 北澤由利子 草茅あや子

久保田恵美 栗田恒夫 笹原京  杉山厚子 杉山静江 鈴木根子 熊埜御堂亮司

鈴木幸子 鈴木せん 田中孝  土谷弘江 土屋美恵 長井秀之 熊埜御堂弘子

中村由美子 野村孝子 原義治  彦坂寛子 深澤陽一 深瀬勝  室伏久代

望月竜明 宮本菜穂子 村松広美 湯浅優子 渡辺雅之

植田直幸 上田裕子 大塚陽哉 大西康誠 奥村旭  奥山貴子 長田仁宏 

勝又由貴 加藤駿  加藤昌広 唐鎌大輔 河東信平 北澤克幸 草茅枝里子 

久保田海華 栗田奈津子 小山則一 笹原拓也 杉山聡彦 杉山淳子 熊埜御堂一徳

鈴木貴大 鈴木政人 鈴木美香 多々良法生 田中克彦 土屋貞明 土屋帆海 

野崎博央 野村和輝 彦坂純一 室伏一也 三井すみゑ 宮本瑞穂 村松芳綺 

望月啓子 森昭子  山田智  湯浅美奈子

ご支援ありがとうございます

賛助会員（個人）

（2019.1.1 ～ 4.7）

正会員（個人）

正会員（企業）
静岡県中小企業家同友会  トヨタ部品静岡共販㈱

寄　付　金

（順不同・敬称略）

㈱タクティー  ㈱デンソーセールス静岡支店 羽野水産㈱

賛助会員（企業）

トヨタ部品静岡共販㈱ ㈱にしはらグループ  ㈱前田建設

お問合せは事務局へ

〒410-0873  静岡県沼津市大諏訪 785-3  株式会社原町加工紙内
TEL：０８０－４２０１－０１２０

E-mail：son.sh izuoka@gmai l . com
　URL：http://sonshizuoka.wixsite.com/home

公益財団法人

スペシャルオリンピックス日本

URL：http://www.son.or.jp
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