
　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。

静岡県内で2台目となる支

援自動販売機を、藤枝市に

ある「トヨタモビリティパ

ーツ㈱静岡支社」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

て、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。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。ぜひ、支

援自販機の設置にご協力を

お願いいたします。

スペシャルオリンピックスとは・・・

静岡県内で２台目の支援自動販売機が設置！！

２０２２年度第１２回スペシャルオリンピック
ス日本・静岡夏季地区大会は、コロナ感染症対策
をしっかり行い無事に終了いたしました。１１月
に広島で開催予定の４年に一度のナショナルゲー
ムの予選会も兼ねていましたので例年より白熱し
た大会でした。多くの皆様のご協力・ご支援のお
陰と厚くお礼申し上げます。

７月中旬からはコロナ感染者が全国的に激増し
ました。静岡県も例外ではありませんでしたが、
行動制限は出されていませんでしたのでプログラ
ムの開催には頭を悩ませました。１週間に１度会
って、仲間たちと友好を深め技術を高めあい体力
をアップさせるチャンスが無くなることはとても
残念なことです。コロナ禍の日常が一刻も早く終
焉することを願わずにはいられません。

１０月には、神明ボウルでのチャリティーボウ
リング大会、愛鷹広域公園でのトーチランと行事
は続きます。ぜひ多くの皆さんにご参加いただき
スペシャルオリンピックス日本・静岡の活動を一
緒に盛り上げてください。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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夏季地区大会を開催するにあたり、参加者全員に対し素敵な景品をご提供いただきありがとうございました。

トヨタ モビリティパーツ㈱静岡支社　　マックスバリュ長泉竹原店　　㈱市川園　　 ( 敬称略・順不同 )

ご支援ありがとうございます

ボウリング

第12回夏季地区大会

2022 年 5 月２2日（日）コロナワールドららぽーと沼津店

“BOWLEX JAPAN 2022 in NAGANO”の
ボウリング競技大会が、6月3日から6月5日に
かけて長野市にて行われました。最終日となる
6月5日にはスペシャルオリンピックス枠が設け
られ、長野地区より参加依頼を受け、長野、静
岡のほか新潟、岐阜、三重地区からアスリート
総勢44名の参加があり交流試合として行われま
した。静岡からはアスリート16名で参加してま
いりました。ディビジョニングなしの3ゲーム
トータルでの順位戦で、上位5名が表彰という
ルールでしたが、静岡は2、3、5位を獲得する
大健闘という結果でした。参加者全員には記念
メダルが個人毎に授与され、スコアは別として
全てのアスリートの誇らしげな顔が印象的でし
た。コロナ禍での活動制限や生活を含めた行動
自粛が続いた中、長野地区のご配慮により７年
に一度の善光寺の御開帳への参拝も準備いただ
き、アスリートだけでなくファミリーも楽しむ
ことができたイベントとなりました。

卓　　　球

今年で12回目となる夏季地区大会を開催しました。参加したアスリートの達成感と笑顔が溢れる素晴らしい
大会となりました。大会を支えてくださったボランティアの皆さん、応援にかけつけてくださったファミリー
の皆さん、ありがとうございました。引き続きご支援をよろしくお願いいたします。

2022 年５月 29 日（日）エスプラットフジスパーク

大会テーマ

夢はかなう　自分を信じてチャレンジだ！

「BOWLEX JAPAN 2022 in NAGANO 」に参加してきました。

表彰台でバンザーイ︕アスリート宣誓さあ、チャレンジ開始︕

どちらも頑張れ︕緊張感漂う開会式選手入場



トーチラン in 静岡 2022

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 ～ 11：30

卓球 藤枝会場 土 13：00 ～ 15：00

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

2022年11月４日～６日の3日間に渡り「2022 年第 ８ 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・広島」が広島県で開催され、全国47都道府県から知的障がいのあるアスリートが日頃
の練習の成果を発揮するために集まり、競技を競い合い喜びを共にします。スペシャルオリンピッ
クスでは、オリンピックと同様に4年毎に夏季・冬季の世界大会を開催しており、本大会は2023年
にドイツで開催される世界大会への日本選手団選考を兼ねて開催されます。

10月16日 愛鷹スタジアム

１３時キックオフ１３時キックオフアスルクラロ沼津  ｖｓ いわきＦＣアスルクラロ沼津  ｖｓ いわきＦＣ

スペシャルオリンピックスを一人でも多くの方に知って頂くと
ともに、ナショナルゲーム・広島を盛り上げて頂くために全国
的にトーチランが行われます。知的障がいのある人がトーチラ
ンナーとなり、一緒に伴走者として走っていただけるボランテ
ィアの方々を募集しております。当日は12時までに場外特設
ブース（10時よりオープン）にお越しください。試合開始前
（12時30分～13時迄の10分程度予定）に、オリジナルＴシ
ャツを着て知的障がいのある人達とピッチを走っていただきま
す。（オリジナルＴシャツ１着　寄附金１,000円より）

日

伴走者募集 !!



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

青島さつき　青島文恵　　青山典正　　泉　栄子 江尻則子 江尻文典 江尻洋典

大口喜代子　大須賀圭人　大野健史　　金光永二 河合浩史 小林陽子 佐藤せい子

柴田千江美　杉山正子　　鈴木俊子　　鈴木根子 炭山直哉 立浪圭子 永田信広

平野隆一　　深澤陽一　　藤浪浩世　　伏見　修 森　隆  脇谷正啓

㈱アトランス  ㈱原町加工紙

東新運輸㈱  東和自動車販売商会  ㈱富士山ドリームビレッジ

静岡葵ライオンズクラブ  　　静岡東ロータリークラブ

青島　基　青山大祐　秋山太一　石川律子　泉　健斗　大口学之　大須賀大地　小野良起

菊田一正　柴田健太　杉山佳誉　鈴木貴大　炭山遼太　立浪恭志　多々良雅弘　柴田三智子

塚本澄子　永田　優　藤浪智矢　森　章　　山田　智　山田信子　前波喜代美　薮崎よし枝

山本俊子　脇谷啓佑

ご支援ありがとうございます

賛助会員（個人）

（2022.5.1 ～ 8.31）

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。

6月19日（日）に、静岡東ロータリークラブ様より寄付金30万円を頂戴いた
しました。神明ボウルで行われた贈呈式の席上、川崎依子会長は「知的障
がいのスポーツ団体としてスペシャルオリンピックス静岡の活動を16年
程前から見守ってきました。これからも活動が円滑に進められるように応
援していきます」とエールを送ってくださいました。贈呈式の後は、静岡東
ロータリークラブの皆さんと一緒にボウリングで交流を深めました。

静岡東ロータリークラブ様より寄付金を頂きました
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