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2021 年度スペシャルオリンピックス日本全国代表者会議開催

　年1回開催される全国代表者会議がコロナ禍のためZoomを使ったオンライン会議で3月 27日、28日の 2日間にわたって開催さ

れました。SON・愛知からは松田スポーツプログラム委員長、八塚ボランティア委員長と事務局から鈴木事務局長と伊藤事務局次長

が参加しました。以下に内容を報告します。

＊＊地区連絡協議会＊＊　　3月 27日（土）13：00～ 15：30

　1　映像 Be with all / アスリートアンバサダー開会スピーチ

　2　SON新ビジョンについて

　3　講演：有森 裕子 SON理事長：「Be with all ～誰ひとり取り残さない社会をめざして～」 

　4　SONアスリートアンバサダーの紹介： 安藤 里未さん、藤本 愛史さん、安田 飛翔さん 

　5　2020年事業報告及び2021年事業方針等について ～ ウイズコロナでの事業の取組み ～ 

　6　「2022年第 8回 SON夏季ナショナルゲーム・広島」について 

　7　これからのナショナルゲームの在り方について 

　8　事務局新体制およびスタッフ紹介 

＊＊SP委員長全国会議＊＊　3月 27日（土）15：30～ 16：30

　1　SP委員会体制と役割、コーチ研修制度の新制度の運用

　2　競技部会の活動の推進、成果発表の場の拡充、新競技の導入

　3　コロナ禍でのスポーツプログラム、メディカルチェックフォーム改定

＊＊事務局長全国会議＊＊　3月 28日（日）9：30～ 11：00

　1　スペシャルオリンピックス日本・熊本「社会福祉協議会との連携について」

　2　スペシャルオリンピックス日本・広島「アスリートを巻き込んだ ZOOM 活用大作戦 」

　3　①地区組織 自己評価結果 報告　 ②持続可能な地区組織運営に関する手引きについて　③情報セキュリティの強化について

＊＊上半期ブロック会議＊＊　3月 28日（日）11：30～ 12：30　　幹事：ＳＯＮ・静岡

　1　共通テーマ　・情報セキュリティの実効性を高めるために

　夏季ナショナルゲーム 次期開催は広島県に決定！

　＜開催期間＞ 2022年 11月 4日 (金）～6日 (日 )  3 日間  

　■ 日　程：11月 4日 (金）開会式

　　　　　 　11月 5日 (土）競技 (予選：ディビジョニング）

　　　　　 　11月 6日 (日）競技 (決勝）/ 表彰 / 閉会式

　■ 開催地  ： 広島県内各所

　■ 参加者数： アスリート約1,000名

　今後、詳細が発表されましたらニュースレターでお知らせします



　この度理事に就任しました遠山武志です。以前より

会社内でＳＯＮ・愛知への寄付を募り、陰ながらの協

力をしてきましたが、今年より直接協力をさせていた

だく機会をいただきましたことに感謝しております。今

後ＳＯＮ・愛知が開催する事業を学び、自ら実践でも協力できる様に取り

組んでいきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

　新しく監事となりました土井章平（どいしょうへい）

です。スペシャルオリンピックスには、競泳、スキー、

ボウリングのファミリーボランティアコーチとして長年

参加してきました。ナショナルゲーム、地区大会にも

楽しく参加しました。しばらくお休みしていましたが、また、いろんな活

動に参加したいと思います。これからもよろしくお願いします。

■基本方針

スペシャルオリンピックスの基本理念に基づき、できるだけ多くのアスリートたちに、

スポーツトレーニングの魅力あるプログラムとその成果の発表の場である競技会を提供する

アスリートの家族とともに、多くのボランティアの参加をうながし、スペシャルオリンピックスの絆を強める

■中期活動計画

・魅力ある新たなプログラムを導入する   ・ボランティアと活動資金の増強を継続的に行なう

・名古屋市以外で活動拠点を１か所以上開設する  ・新型コロナウイルス対策を十分に行い、安心・安全な活動にする
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スペシャルオリンピックス日本・愛知   新任役員（理事・幹事）の紹介

定時社員総会資料より    ～ 基本方針・中期活動計画・2021活動方針 ～（詳しくは1月号をご覧下さい）

■2021年度　活動方針

１．ジョギングフェスティバルを継続して実施する

２．ボランティアを増強する

　　・学校連携を強める　・ボランティア説明会

　　・ボランティア研修会などを行う

３．活動資金の増強を図る

　　・寄付金の増強をする

　　・賛助会員、団体企業の会員増強をする

　　・支援自動販売機の設置先を増やす

４．入会説明会など広報活動を積極的に行う　

代表理事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

　氏　名

酒井　俊皓

野々山宗孝

鈴木　美好

荻野　恒久

秋田有加里

前田　隆久

山下　良隆

　さかい　　　  としつぐ

　ののやま　 むねたか

　すずき　　　　みよし

　おぎの　　　つねひさ

　あきた　　ゆ か り

　まえだ　　　たかひさ

 やました　　　 よしたか

　　     役　職

理事長

副理事長

専務理事 /事務局長

会計責任者

新任理事   遠山 武志 様 

新任監事   土井 章平 様 

2021年度  役員（理事・監事）一覧

理事（新任）

理事（新任）

理事（新任）

理事（新任）

理事（新任）

監　事

監事（新任）

奥村　与幸

祐宗　克幸

遠山　武志

堀田　守人

伊藤小百合

岡島　且季

土井　章平

  おくむら　　　  よしゆき

 すけむね　　　かつゆき

  とおやま　　　  たけし

    ほった　　         もりと

　いとう　　 さ ゆ り

  おかじま　　　  かつき

　 ど  い　　　   しょうへい

事務局次長

公益社団法人スペシャルオリンピックス日本・愛知

５．アスリートの負担金をさらに軽減する

　　・正会員・賛助会員以外にアスリート会員（社員資格なし）を創設し、

　　   年会費無料とする

　　・スポーツプログラムは原則、負担金ゼロとする

　　・大会等参加に係る負担金の更なる軽減に取り組む　

６．競技会を開催する

 「2018 年 SO 日本 夏季ナショナルゲーム・愛知」のレガシーを受け

継ぎ、東海・北信越ブロックに加え隣接ブロックを対象としたボウリ

ング競技会を9月に開催する

（2021年 3月7日以降）

■
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メルマガの登録をお願いします

スペシャルオリンピックス日本・愛知は2021年 1月からメールマガジン（メルマガ）を始めました。

SON・愛知の活動をより多くの方に知っていただきたいと思い発行することにしました。

毎月発行しているニュースレターではお伝え出来ない内容をタイムリーに発信していきます。

また、後々はスポーツプログラムやイベントの様子を写真や動画で配信していく予定です。

毎月 1回を目処に配信していきますので SON・愛知のホームページから申込をお願いします。

また、お友達や知り合いの方に紹介をお願いします。

[ 寄付報告 ]　第 17 回チャリティゴルフ友輪会から寄付金贈呈

　2021 年 3月28日 (日 ) SON・愛知を支援する、第 17回友輪会は 16組で開催されました。朝から豪雨が予想される当日でしたが、

何とかプレーができる状況で岐阜県可児市にある富士カントリー可児クラブ美濃ゴルフ場を使い開催しました。

　昨年３月から新型コロナウィルスの影響が気がかりの中、濃厚接触をできるだけ避け、手指消毒などもしっかりとする（写真 1）こと

で開催にこぎつけました。挨拶もルール説明も写真撮影もなく、63名の参加者は各コースに分かれてプレーに入りました。

　栄えある優勝は山下良隆様でした（写真2）。おめでとうございます。

　また十福屋様、リソル様から賞品提供をいただきありがとうございました。紙面をお借りしてお礼申し上げます。

　各自、順位相当のランク1からランク6に並べてある賞品（写真3）を受け取り、自由解散となりました。

　2012年 9月第 1回開催より今回までの参加者累計は950名となりました。

　また今回は皆様から70.000円のご寄付をいただき、累計金額は1,188,000円となりました。

　参加者の皆様、ご支援ご協力ありがとうございました。

      （チャリティゴルフ友輪会　幹事　近藤義明）

（写真1）コロナ対策 （写真3）ランク別 賞品の数々

優勝トロフィー 最終組のみなさん、
右側が新任理事の堀田さん

会場受付

（写真2） 優勝者 山下良隆 様



SON・愛知  運営委員会便り（議事録抜粋）

寄付・協賛  ご協力ありがとうございます！ 2021 年 3 月 28 日 現在

１．ボランティア委員会（八塚委員長）（1）2021年ユニス・ケネディ・シュライバー・デー（ユニファイドスポーツ®）7月開催予定
　 （2）ボランティア研修会日本スポーツボランティアネットワークの研修会利用（オンライン）（3）システム化について

２．広報委員会 ( 窪田委員長 )　（1）ＮＬ原稿４月号（3月発行）①コロナ禍での活動：スノーシューイングについて②広報委員
会SON愛知　Ｐ＆Ｍの紹介③ＳＯＮ・愛知の定時社員総会開催について④メルマガの登録依頼（2）ＮＬ原稿５月号（４
月発行）①コロナ禍での活動②ＳＯＮ・愛知の総会について（新役員の紹介）③ジョギングフェスティバルについて④メル
マガの登録依頼⑤友輪会（チャリティーゴルフ）からの寄付（3）ＮＬ原稿６月号（５月発行）①コロナ禍での活動②SON・愛
知  新理事の紹介③メルマガの登録依頼（4）情報発信とデータ管理について（5）メルマガの内容について（3/8現在82名
登録）

３．財務委員会 （秋重副委員長）（1）支援自販機30台の入金状況：3月55,546円。1月からの累計179,462円前年比95.6％（2）
寄付金2/26株式会社豊田自動織機様（3）友輪会チャリテイーゴルフ64名参加予定

　 全員参加であれば１千円×64名＝64，000円の寄付金となる　
　　
４. SP委員会（松田委員長）（1）スポーツプログラムは判断基準となる指標の数値的に見て4月からの開催可能（判断基準とな
る指標の数値が全て厳重警戒レベルを超えた場合には開催を一時中止とする）（2）SON・長野地区大会の参加について今
回の参加は見合わせる（3）主任コーチに消毒用アルコール等の備品に不足があれば手配をお願いする

５.ファミリー委員会（代行 鈴木事務局長）（1）3月27日(土)10:00～ 堀田事務所にてファミリー委員会開催。
　（2）花と緑と健康のまちづくりフォーラム事務局から3月度の活動連絡があったが申込者なし（3）Be with all「SON×JALフ
レンズミーティング」開催のご案内をファミリー委員さんに展開

６．事務局 ( 鈴木事務局長 )　報告事項（1）2021年定時社員総会開催（2）臨時理事会の開催。（3）各種届出（公益法人報告書
作成・登録、登記等）について（4）3/27、3/28　ＳＯ日本全国会議、ブロック会議、事務局長会議の開催（5）今後の予定 ・運
営委員会　4月14日（水）18：00～　Ｗｅｂ会議

以上

   ◆寄付・協賛  ご協力ありがとうございます。

3月 28 日 友輪会チャリティゴルフ 様 寄付金

日　付 名称 /連絡先（敬称略） 内容
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※このニュースレターの印刷は、富士フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 愛知支社様にご協力
　いただいております。

富士フィルム愛知株式会社は2021年4月1日に富士フィルムビジネスイノベー
ションジャパン株式会社へ社名変更しました。
これからも事業活動を通じて社会課題の解決に継続して貢献していきます。

富士フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 愛知支社
https://www.fujifilm.com/fb/company/fbj
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