
　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・・・

静岡県で初の支援自動販売機設置

スペシャルオリンピックス日本・静岡の活動
にいつもあたたかいご支援、ご協力を賜りまし
てありがとうございます。
２０２２年度は、1月下旬からコロナウイルス

感染拡大により、まん延防止緊急措置が適用さ
れ、全てのプログラムを中止せざるを得なくな
りました。５月に開催予定しています夏季地区
大会を控え、アスリートたちは練習のできない
毎日に悶々とした日々を送っていたことと思い
ます。３月２１日に解除となり、さあこれから
頑張ろうと気合が入っていることでしょう。
１１月には、４年に１回のナショナルゲーム

が広島で行われます。地区大会は、その予選を
兼ねているため、例年より力が入ります。まだ
まだコロナの不安はありますが、感染防止対策
を万全にして、練習、大会へとまっしぐらに進
んでいきます。逆境にもめげずに頑張るアス
リートたちを、是非応援してください。全力を
出した後のすがすがしい笑顔は素晴らしいで
す。今年こそは普通の生活が出来ますように、
そしてアスリートたちがプログラムを楽しめま
すようにお祈りします。
今後とも変わらぬご支援・ご協力をどうぞよ

ろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　理事長  湯 浅 優 子
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静岡県内で初となる支援自動
販売機を、富士市伝法にある

「ラビット富士ぐらんで」様に
設置頂けました。支援自動販
売機とは、自動販売機を購入
者からの「募金箱」と考え、製
品の売り上げの一部を当団体
への支援に充てられる " 募金
タイプ " の自動販売機です。
支援自販機の設置により、一
般の方々にとっては身近な自
動販売機で商品を購入するこ
とで、いつでも気軽で簡単に
募金（寄付）することができ、
設置協力者様にとっては、当
会への直接支援に加えて間接
的に貴社（貴団体）の社会貢献
活動を PR する機会にも繋が
る新しい仕組みです。

この自動販売機を利用することで、スペシャルオリンピックスの存
在を知っていただき、その方がご友人やお知り合いの方にスペシャ
ルオリンピックスの事を広めていただけることを期待しています。
ぜひ、支援自販機の設置にご協力をお願いいたします。

2022年度通常総会2022年度通常総会



2022 年 3 月 6日（日）サンウェルぬまづ　大会議室

2022 年 3月２日（水）静岡県中小企業家同友会事務局

静岡県中小企業家同友会 　  静岡葵ライオンズクラブ　   三島ライオンズクラブ
㈲むらき  　 ㈱ミロク  　 ㈱エム・アイ・総合美装 　  ㈱シンエイ　   ＫＦサポート㈱
三島信用金庫  　 トヨタモビリティパーツ㈱静岡支社  　 ㈱前田建設　   羽野水産㈱
㈱にしはらグループ   　㈱原町加工紙   　東和自動車販売商会　   厚見鉄工㈱
㈱富士山ドリームビレッジ　   東新運輸㈱  　 ジョイランドグループ東部事業㈱　
㈱トレードトラスト  　 木内建設㈱ 　  太陽急配㈱  　 ㈱アトランス   　 MIZUNO㈱　　
コロナワールドららぽーと沼津店 　  神明ボウル　   ビラ江戸屋ボウル
原田まちづくりセンター 　  富士市立看護専門学校   　藤枝市民体育館
高洲地区交流センター  　 ㈱市川園　   富士フイルムビジネスイノベーション㈱　
石川真　   上出洋介

2022年度通常総会

　2022 年度通常総会を 58 名（25 名委任状出席）
の出席を頂き開催いたしました。
　昨年同様、新型コロナウイルス感染拡大防止の
観点から、ご来賓や感謝状贈呈者の方々をお招き
せず、正会員のみ出席する方式を取るなど、感染
対策を徹底したうえでの開催となりました。また、
本総会は役員改選期にあたり、新役員も決まり新
たなスタートとなりました。
　全ての議案について承認・可決いただきました
ことをご報告いたしますとともに、会員のみなさ
まにおかれましてはご出席およびご協力をいただ
き心より御礼を申し上げます。

２０21年度に当会の活動及びスペシャルオリンピックスの主旨にご賛同いただき

ご支援ご協力をいただきました皆様、本当にありがとうございました。

みなさん心温まるご支援ありがとうございます

（敬称略・順不同）

静岡県中小企業家同友会障がい者問題委員会様よりご寄付をいただきました。

静岡県中小企業家同友会障がい者問題委員会様
より、福祉啓発イベント「第 21 回いのちポカポ
カ街かどクリスマス」でのバザー売上金と例会等
で募った会員からの寄付金を昨年に引き続き今
年も頂けることとなりました。3 月 2 日に同友会
事務局にて贈呈式を行っていただき、西躰委員長
より「知的障がい者のスポーツ活動にお役だて頂
き、一人ひとりが輝けるような社会づくりに繋が
れば幸いです。」というお言葉と共に、心温まるご
寄付（121,728 円）を頂戴いたしました。いただ
いた寄付金は、活動運営資金として大切に使用し
たいと思います。誠にありがとうございました。

理  事  長　湯浅優子　　理　事　上出洋介　　理　事　深瀬　勝　　理　事　曽根正基
副理事長　平野隆一　　理　事　河合浩史　　理　事　城内　務　　監　事　長井秀之
副理事長　前田　磨　　理　事　杉山正子　　理　事　大野健史　　監　事　加藤典良
副理事長　多家一彦　　理　事　西原隆司　　理　事　伏見　修
副理事長　早川育子　　理　事　深澤陽一　　理　事　望月竜明

【新役員紹介】



第１２回夏季地区大会

自転車コーチクリニック

静岡で新たに自転車プログラムを始め
ようと自転車競技スポーツトレーナー
のフランク・ソーントンさんを講師に
迎えて自転車のコーチクリニックを実
施しました。午前中は、自転車競技を
行うにあたってのルール等の講義を受

講し、午後からは、青空の下で実際に自転車の実技を学びながら自転車の楽しさを教えていただきました。
一日でも早く自転車競技プログラムを始めて、ボランティアの方がたくさん増えていただけたらと思います。

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。

新型コロナウイルス感染症の状況等により開催を中止とする場合がございます。

5 月 22 日（日）ボウリング競技の部　９時３０分から１２時予定

　　　　　　　　　コロナワールドららぽーと沼津店 （静岡県沼津市東椎路 301-3）

5 月２9 日（日）卓球競技の部　14 時から１6 時予定

　　　　　　　　　エスプラットフジスパーク（静岡県富士市大淵３２５−５）

大会テーマ

夢はかなう　自分を信じてチャレンジだ！

応援よろしくお願いします︕ !

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 沼津会場

日

金

火

日

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

沼津市 コロナワールド ららぽーと沼津店

18：00 ～ 20：00

18：30 ～ 20：30

18：30 ～ 20：00

16：00 ～ 18：00ボウリング 静岡会場 日（第１・第３）静岡市 神明ボウル

  9：00 ～ 10：30

卓球 沼津会場

卓球 富士会場

日沼津市　サンウェルぬまづ・愛鷹広域公園 10：00 ～ 12：00

卓球 藤枝会場 土・日   9：30 ～ 11：30

土（第 2・第 4） 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

藤枝市 藤枝市民体育館

富士市 富士市立看護専門学校・原田まちづくりセンター

2021 年 12 月 12 日（日）　参加者 6名
（第 1部）沼津市民文化センター
（第２部）サイクルステーション静浦東



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

飯島久子　石田友子　伊藤雅浩　植田　久　大塚道子　大西　哲　　天野智佳子　河原﨑秀夫

奥村明美　長田美子　風間潤子　加藤鈴子　加藤典良　上出洋介　　河原﨑守也　木下佳代子　　

唐鎌益美　川合那美　北澤由利　栗田恒夫　小林光子　笹原　京　　草茅あや子　熊埜御堂弘子　

城内　務　杉山厚子　杉山静江　土谷弘江　名倉京子　鈴木せん　　後藤恵美子　久保田恵美

多家一彦　多田幸子　田中　孝　長井秀之　野村孝子　早川育子　　黒瀬みゆき　佐野貴與江

彦坂寛子　深瀬　勝　前田　磨　町田苳子　水口昌子　多々良法生　内藤美保子　中村芙美子　

宮内初美　村松広美　室伏久代　望月竜明　森　優子　野々村賢一　宮本菜穂子　熊埜御堂亮司

湯浅優子　渡邉一郎

㈱にしはらグループ  ㈱前田建設    トヨタモビリティパーツ㈱静岡支社      

木内建設㈱ 　㈱トレードトラスト 羽野水産㈱

静岡県中小企業家同友会  ㈱にしはらグループ

天野翔太　石井邦夫　伊藤亮介　植田直幸　上田裕子　大塚佑真　　風間友加里　河原﨑嘉美

大塚陽哉　大西康誠　大野洋子　奥村　旭　長田仁宏　小野良起　　草茅枝里子　久保田亜佑美

加藤昌広　川合柑奈　唐鎌大輔　河東信平　北澤克幸　黒瀬智聖　　久保田海華　熊埜御堂一徳

小林秀彰　笹原拓也　杉山聡彦　杉山淳子　鈴木美香　後藤大芽　　栗田奈津子　杉山由美子

多田雄祐　田中克彦　内藤大暉　中村麗奈　新生玲子　野村和輝　　佐野賢太郎　野々村佳澄

彦坂純一　増田一彰　増田正行　町田　望　水口朋美　宮内海人　　茨田幸一郎　増田るり子　

室伏一也　森　舞雪　山野侑輝  宮本瑞穂　村松芳綺　湯浅美奈子 

ご支援ありがとうございます

賛助会員（個人）

（2022.1.1 ～ 4.30）

正会員（個人）

正会員（企業）

寄　付　金
（順不同・敬称略）

賛助会員（企業）

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

特定非営利活動法人

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

入会金：1 , 0 0 0 円 ( 入会時のみ )
個人年会費：一口 / 5 , 0 0 0 円
企業・団体年会費：一口 / 1 0 , 0 0 0 円

個人年会費：一口 / 3 , 0 0 0 円

企業・団体年会費：一口 / 1 0 , 0 0 0 円

※このニュースレターの印刷は、富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 様にご協力いただいております。
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