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SON・愛知の定時社員総会が開催されました

2.   総会後の臨時理事会において、執行役員が選任されました。

専務理事／事務局長就任ご挨拶

こんにちは。3月6日理事会に

て事務局長に選出されました、伊

藤小百合（イトウサユリ）です。

　事務局には、2019 年12月から

居ますが、コロナ禍で活動がなか

なか思うようにできない時期が続いていました。

　本当に分からない事が多いのですが、鈴木前事務

局長、ベテラン事務員の黒田さん、皆さんのお力をお

借りして事務局を運営したいと思っております。今年

はたくさんスポーツが出来ると良いですね。2022NG

広島大会・ジョギングフェスティバル・登山等。一緒

に楽しみ思い出を創っていきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

会員の皆様へ

今年度の定時社員総会はコロナ禍であることを考え、堀田事務局を

会場としただけでなく、オンライン会議システムのZoomを使った総会と

しました。20名の参加者は双方向で意見交換を行った結果、すべての審

議事項は満場一致で承認されましたことをご報告申し上げます。

1.   2022年度定時社員総会次第

　○日　　時：2022 年 3月 6日（日）午後 1時より午後 1時
　　　　　　　30分時まで
　○場　　所：4 名　ＳＯＮ・愛知　堀田事務局（名古屋市
　　　　　　　瑞穂区下坂町２－９）
　○オンライン：16名　Zoomによるオンライン参加
　○出　　欠：正会員 161名中　119名の出席（99名は委任状）
　　　　　　　 出席率　74％

○報告事項
　（１）基本方針、中期活動計画、2022 年度活動方針の件 
　（２）2022 年度　事業計画 及び 収支予算の件 
　（３）夏季ナショナルゲーム・広島大会に選手団派遣の件 
○審議事項 
　（１）2021年度事業活動報告及び 2021年度決算承認の件 
　（２）役員選任の件 本総会時で退任された理事 1 名長い
　　　 間お疲れ様でした。

酒井 俊皓 理事長
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ユニクロ様 提供のトレーニングウェアに対する感謝の気持ち

〇アスリート、ファミリー感謝のことば

　この度は、ユニクロ様のウェアをご提供頂き、誠にありがとうございました。

　ユニクロ様のウェアを着用させて頂くのは初めてです。デザインがスリムなので、

体にフィットしてとても着心地が良いです。今後のテニスの練習でも着用させて頂

きたいと思います。（アスリート　鬼頭翼（きとうつばさ））

ウェアありがとうございました背中の透かしガラがかわいいと娘は喜んでいます！

春からのSOにこれを着て参加するのが今から楽しみです。（ファミリー　榊原利香）

　ユニクロさん、いつもご支援ありがとうございます。コロナがおちついてプログラ

ムが始まったら、いただいたウェアをきてスポーツを楽しみます。（アスリート　松

田雄大郎）

　この度は素敵なウェアをご提供いただき、ありがとうございました。

　さっそく息子にウェア着用させ名城公園でランニングしてきました。

　「UNIQLO+」実際届いたウェアを手にして、シンプルながら飽きのこないデザイン

と品質の良さを感じました。

　休日の親子ランニング、SOのスポーツプログラム等で、長持ちし活用できそうで

す。（ファミリー　伊藤健一）

　ひとつでも当たるといいなと思って応募したユニフォーム沢山いただき驚きと嬉

しさでさっそく着てみました。ありがとうございました。これからのトレーニングに

役立てます。「嬉しい、トレーニング頑張る。ありがとうございました」と息子の秀亜

希も申しております。（ファミリー　浅野富士子）

　素敵なトレーニングウェアありがとうございました。とても喜んで春のプログラ

ムを心待にしております。プログラムで、皆様にお会い出来るのを、楽しみにしてお

ります。（ファミリー　高橋路子）

　先日はユニクロ様のウェアをたくさん頂きありがとうございました。早速着させ

てもらい、テニスをしましたので写真添付します。本人も気に入って張り切っており

ました。これからも活用させて頂きテニスを楽しんで頑張りたいと思っています。あ

りがとうございました。（ファミリー　新竹智子）

鬼頭 翼 さん

松田 雄太郎 さん

榊原 美咲 さん

伊藤 亜伎斗 さん

高橋 祐哉 さん

早川 光洋 さん

浅野 秀亜希 さん

新竹 蓮 さん

城 誠志 さん
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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    分火式

優勝した竹ノ内一朗さん

分火式に出席された酒井理事長 分火式の様子

受付メンバー 賞品陳列風景 

4月2日土曜日、桜満開の中、広島県立総合体育館　小ア

リーナで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「分火式」が開催されました。2018 年

に愛知で開催された夏季ナショナルゲームから4年が経った

こととなります。広島平和記念公園・平和の灯より採火され

た、大会のシンボルである大会火を、全国の地区組織に分火さ

れ、各地において大会の安全と成功を祈願するトーチランが

行われます。

SON・愛知では、4月23日に行われるジョギングフェスティ

バルでトーチランを計画しています。

第 18回友輪会チャリティーゴルフから寄付金を頂きました

   2022 年 3 月 19 日 ( 土 )SON・愛知を支援する、第 18 回友輪会は 16 組で開催されました。前日は豪雨でしたが、当日は素晴

らし晴天に恵まれ、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で、新型コロナウィルス感染対策をとりなが

ら開催いたしました。　　

　挨拶もルール説明も写真撮影もなく、過去最多の 69 名の参加者は各コースに分かれてプレーに入りました。

栄えある優勝は竹之内一朗様でした。おめでとうございます。

　また十福屋様からユニクロ商品券、リソル様から無料ペア宿泊券、桑名「御菓子処和」山本享様から和菓子、長屋様からド

ラゴンズ観戦チケットの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 7に並べてある賞品を受け取り、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 1019 名となりました。

　また今回は皆様から 69.000 円のご寄付をいただき、累計金額は 1,257,000 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。　　

写真は友輪会受付、美濃ゴルフ場コースほかを掲載しています。（チャリティゴルフ友輪会　幹事　近藤義明）　　
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※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 愛知支社様にご協力
　いただいております。

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 愛知支社は
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。

富士フイ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

SON・愛知  運営委員会便り（議事録抜粋）    ＜3 月 9日（水）18:00 ～ 堀田事務所から web 会議＞ 

１．ボランティア委員会（八塚委員長）　（1）2022年スポーツプログラム申込みボランティア数について　（2）学校団体連携につ

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愛知淑徳大学Xmasカードのプレゼントに対する感謝のメッセージ

②アスリートのコロナ禍での過ごし方③ジョギングフェスティバルについて　（2）NL原稿５月号（4月発行）①社員総会につ

いて②ユニクロ様からトレーニングウェアのプレゼント（アスリートから感謝のことば・着用写真）③SON・愛知支援友輪会
チャリティゴルフからの寄付④愛知県政150周年について　（3）NL原稿6月号（5月発行）①プログラムの活動紹介  ②ジョギン

グフェスティバルの開催　（4）メルマガの内容について（3/11 第15号配信）①スポーツプログラムについて②SON・愛知でボ

ランティアをしませんか③ボランティアのひとり言④書籍の紹介⑤健康のお話し⑥お知らせ　（5）ジョギングフェスティ
バルについて

３．財務委員会（近藤副委員長）　（1）支援自販機32台の入金状況：3月54,304円前年比95.6％、1月からの累計214,450円前年比

116.7％　（2）寄付金2/9グループ2000有志一同様　（3）3月19日土曜日第18回友輪会チャリティゴルフ開催参加者１千円/人

の寄付　（4）中部ケーブルネットワーク（株）本社に3月7日（月）支援自販機1台が設置されました。

４.SP委員会（松田委員長）　（1）NG広島について（2022年11月4日～6日）　（2）夏季競技プログラムの開催について3月・4月から

の開始で各競技準備中プログラム開始のお知らせは、ホームページとファミリー連絡網等で周知します

５.ファミリー委員会（松本委員長）　（1）愛知淑徳大学CCCへの感謝パネルの納品　（2）2022年度の新ファミリー委員の招集及

び各プログラムの名簿送信　（3）ゆうきのつばさ展・花と緑と健康のまちづくりフォーラムの案内をファミリー連絡網にて

展開　（4）事務局当番の件

６．事務局（伊藤事務局長）　（1）2022年定時社員総会開催の報告　（2）臨時理事会開催の報告　（3）2023年SO冬季世界大会・カザ

ン（ロシア）の開催中止決定

以上

寄付・協賛  ご協力ありがとうございます！ 2022 年 3 月 31 日 現在

   ◆寄付・協賛ご協力ありがとうございます。

2月 24 日

3月 19 日

豊田自動織機 様

友輪会チャリティゴルフ参加者の皆様

寄付金

寄付金

日　付 名称 /連絡先（敬称略） 内容

新規入会ありがとうございます！

　◆新規入会ありがとうございました。

　　正会員：森由紀子様
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