
　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・・・ 特　集

　今年は驚異的な猛暑や、大雨や台風・地震による被害が甚大
だったりと特別大変な夏でした。中にはプログラムが中断した
地区もあったことでしょう。被害に遭われた方々にお見舞いを
申し上げますとともに一日も早い復興をお祈りいたします。
　静岡では、今年度からボウリングプログラムに加え卓球プロ
グラムが３地区（沼津市、藤枝市、富士市）で始まりました。
嬉しいことです。全体交流会には、卓球プログラムのアスリー
トやボランティア、ファミリーも新たに参加して楽しくにぎや
かに行いました。2018年第７回夏季ナショナルゲーム・愛知に
は静岡からボウリング競技に７名のアスリートが参加し、自己
ベストを目指してチャレンジします。同じ思いを持って日々プ
ログラムに取り組んでいる全国のアスリートと共に競技するこ
とは本人にとってはとても貴重な体験です。また一回り大きく
育ったアスリートたちを見てください。今後、次の挑戦者を目
指すアスリートたちの頑張りを、コーチ、ファミリー、支援者
の皆様で応援してください。
　　　　　　　　　　　理事長 　湯 浅 優 子
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夏季地区大会、全体交流会を開催するにあたり、運営資金での支援やアスリートと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。

マックスバリュ長泉竹原店　　㈱市川園　　トヨタ部品静岡共販㈱　　㈱原町加工紙  ( 敬称略・順不同 )

ご支援ありがとうございます

ボウリング

卓球

６月１０日に神明ボウルにて、「2018 年第９回
スペシャルオリンピックス日本・静岡夏季地区大
会　ボウリング競技の部」を無事に開催すること
ができました。神明ボウルでの夏季地区大会は初
めての開催でしたが、ボランティアの皆さん、審
判の皆さん、神明ボウルスタッフの皆さんの力、
そして、静岡ラジオ体操連盟の皆さんと試合前に
とても引き締まった準備体操が出来て、アスリー
トもいつも以上の力が出せたのではないでしょう
か。とてもスムーズな大会運営と、来賓の皆様の
熱い声援で、大いに盛り上がった良い大会になり
ました。来年は卓球競技の部も開催されると思い
ますので、皆様のご協力、お力を借りてもっともっ
と盛り上がりたいと思います。

第９回夏季地区大会　ボウリング競技の部

2018 年 6 月 10 日（日）神明ボウル大会テーマ

君の挑戦が　未来をひらくよ

第８回全体交流会
2018 年 8 月 26 日（日）特種東海製紙㈱　三島工場体育館

昨年と同じく駿東郡長泉町の特種東海製紙㈱三島工場体
育館をお借りしてミニ運動会を楽しみました。今年は、
アスリート・ファミリー・ボランティア総勢８３名の参
加を頂きフライングディスク、ボッチャ、パン食い競争
を行いました。参加者は汗をかきながらも、ひとつひと
つの競技に集中し最後はチーム対抗の平成玉入れに参加
者一同大いに盛り上がりました。猛暑の中ご協力を頂き
ましたトヨタ部品静岡共販㈱のボランティアの皆様、関
係者の皆様、また多数の物品のご提供を頂きました企業
の皆様に、心より感謝申し上げます。

コーチクリニック

2018 年 7 月 8日（日）ジョイランドボウルみしま　28 名受講
（第 1部）八塚奈保子ナショナルトレーナー（第２部）松田則雄ローカルトレーナー

2018 年８月４日（日）富士市立看護専門学校　20 名受講
（第 1部）湯浅優子ローカルトレーナー（第２部）渡辺広衛スポーツトレーナー

昨日までの大雨があがり快晴となった７月８日に、ボウリングの
コーチクリニックをジョイランドボウルみしまで開催しました。講
師はゼネラルオリエンテーションとアスリート理解を八塚トレー
ナー、競技は松田トレーナーにお願いしました。ナショナルゲーム
in 愛知の準備に大変お忙しい中を愛知県から来静いただきました。、
お二人のわかりやすく楽しい、そして有意義な指導であっという間
に時間が過ぎました。初めてコーチクリニックを受講した方が８名、
以前受講したことがある方が 20 名、全員そろって修了証を頂きま
した。講師に教えて頂いたことを、これからのプログラムに活かし
ていきたいと思います。

卓球・富士会場（富士市立看護専門学校）の本格スタートに向けて
８月４日、「コーチクリニック」が開かれ２０名が受講しました。
受講者には福祉に関わる人やボランティアに関わっている人も多
く、「ゼネラルオリエンテーション」や「アスリート理解」の講義では、
湯浅トレーナーの話にメモを取るなどしながら熱心に耳を傾けてい
ました。一方、卓球競技の講義や実技指導では、競技経験者が少な
いこともあり、渡辺トレーナーの分かりやすい説明から指導時の注
意事項や競技のポイントなどの把握に努めていました。この日は「第
２回お試しプログラム」も合わせて開催され、アスリート候補者や
ボランティアなど２０名が競技を楽しみました。



トーチラン  in  静岡  2018

2018 年９月５日（水）
頼重沼津市長と市長室にて

2018 年８月 28 日（火）
豊岡三島市長と市長室にて

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

「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」を一人でも多くの方に知っていただき、盛り上げ
ていただくことを目的に、アスリートと一般の伴走者が一緒に走っ
て PR をする「トーチラン」を計画しましたところ、沼津市をホー
ムタウンとする日本プロサッカーリーグ（J リーグ）に加盟する「ア
スルクラロ沼津」にご理解いただき、公式試合のハーフタイム時
に２日間行わせていただきました。２回目の７月はスペシャルオ
リンピックスの創設者である 故ユニス・ケネディ・シュライバー

（EKS）に敬意を表し、EKS デーとして実施しました。

9 月 22 日（土）～ 24 日（月・祝） 
まで「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。静
岡からはボウリング競技に７名のア
スリートが参加いたします。大会に
先立ち 6 名のアスリートが、沼津市・
三島市の両市長に表敬訪問に伺いし
ましたところ市長からは大いなる激
励をいただきました。皆様の応援よ
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 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

大会ＰＲとトーチランでアスリートと伴走いただく方々に着用
いただく応援Ｔシャツを制作するにあたり協賛いただきました。

㈱富士山ドリームビレッジ 　トヨタ部品静岡共販㈱　㈱日産クリエイティブサービス　　㈱大熊　
㈱アイエスエフネットライフ　医療法人社団静寿会   　かみで耳鼻咽喉科クリニック　　　㈱ヤギシ
㈱にしはらグループ 　㈱三和工務店          　  ㈲深沢米店　                        　( 敬称略・順不同 )

協賛ありがとうございます

①2018 年 6月 17 日（日）68 名　愛鷹スタジアム
②2018 年７月 21 日（土）58 名　愛鷹スタジアム
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