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スペシャルオリンピックスは知的障がいのある人のスポーツを応援します。

第10回ジョギングフェスティバルを開催しました
第10回ジョギングフェスティバルが晴天の中開催されました。当日は来賓に
大村秀章 愛知県知事、
河村たかし 名古屋市長にご臨席を賜り、
また、
ゲストに
は有森裕子 スペシャルオリンピックス日本理事長、名古屋グランパス グララ
ちゃん、
名城大学女子駅伝部、
名古屋経済大学市邨中学校・高等学校 女子バト
ン部の皆さんをお迎えし楽しく開催できました。
また、
ジョギングフェスティバルに合わせて、
今年11月4日〜6日に広島県で開
催される
「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」
大会の成功と無事を祈ってトーチランを開催しました。
継続的に開催しているジョギングフェスティバルですが、
その背景や歴史について少しお話します。
ジョギングフェスティバルは2010年10月17日
（日）SON・愛知の10周年記念事業として開催されました。
テーマは「もっと知って、
もっと触れて、Ｓ
Ｏからあなたへ」
スローガンは「ありがとう10年 みんなで走ろうジョギング大会！
！」
でした。2010年以降についてはスペシャルオリンピックスの
活動を多くの方に知っていただけるチャンスであることと、
一般の方に楽しんでいただけるイベントとして毎年継続していくことになりました。
第10回はコロナ禍の影響で3年ぶりのジョギングフェスティバルということもあり、皆さん元気一杯の笑顔でした。
ご参加、
ご支援、
ご協力に感
謝すると共に御礼申し上げます。
＜ジョギングフェスティバル概要＞
・開催日：4月23日
（土）9時40分〜12時

・ジョギングコース（山崎川周辺）
：4500ｍ、1500ｍ、700ｍの３コース

・式典会場：パロマ瑞穂スポーツパーク レクリエーション広場 ・ジョギング参加者：約340名、
ボランティア：約230名

酒井理事長（左は元中日ドラゴンズ中村武志さん）
大村秀章 愛知県知事

河村たかし 名古屋市長

前田実行委員長

ハマダスポーツ企画さんによる準備運動
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第10回の節目のジョギングフェスティバルでもあり、以下のイベントを開催しました
〇「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」大会のトーチラン

〇2018年に愛知で開催されたナショ
ナルゲームと過去のジョギング

〇SON・愛知の絵画教室に参加してい
る皆さんの絵画展

〇愛知県県政150周年のPRポスター展

フェスティバルの写真展

〇支援企業ブース

〇お楽しみコーナー

〜スナップショット〜
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明治安田生命様よりサッカーボールが寄贈されました
4月13日 毎年寄附金を頂いています、明治安田生命保険相互会社様よりadidas社製のサッカーボール（4号球）5個を寄贈してい
ただきました。当日は金鯱営業部の営業部長 酒井 力様 、阿部昌子様に堀田事務局までお越しいただき伊藤事務局長がボールを受
け取りました。
明治安田生命保険様は、JリーグのJ1・J2・J3の全リーグカテゴリーのタイト
ルパートナーとしてJリーグを応援されています。
サッカーボールは、さっそく4月23日のジョギングフェ
スティバルのお楽しみコーナー（サッカーストラックア
ウト）で使いました。参加したアスリートや一般の子供さ
んが楽しそうにボールを蹴っていました。
左から酒井部長、阿部様、伊藤事務局長

2022 年度 スペシャルオリンピックス日本全国代表者会議に出席しました
年1回開催される全国代表者会議が、コロナ禍のため昨年同様Zoomを使ったオンライン会議で3月26日、27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（SP）委員長、八塚ボランティア委員長、事務局から鈴木前事務局長
と伊藤事務局長が参加しました。
以下に内容を報告します。
＊＊地区連絡協議会＊＊

3月26日（土）
13：00〜15：35

1･開会：有森裕子理事長
2･第1期アスリートアンバサダー活動報告

第2期アスリートアンバサダーの紹介

3･スペシャル対談：有森裕子・ヨーコゼッターランド・平岡拓晃・岩沼聡一郎
「スポーツにおけるインクルージョン〜ユニファイドスポーツの社会における可能性〜」
4･2022年

事業方針、中期計画

5･2022年 第8回SON夏季ナショナルゲーム・広島進捗報告
6･事務局スタッフ紹介
＊＊スポーツプログラム委員長全国会議＊＊

3月26日
（土）
15：35〜16：35

1･スポーツプログラム関連事業報告および事業計画
＊＊事務局長全国会議
（分科会）＊＊ 3月27日（日）9：30〜11：00
1･SNS活用の情報交換/広報ネットワーキング
2･お金集めのお悩み相談/ファンドレイジングネットワーキング ………… 松田SP委員長
3･組織運営、
キミならどうする/地区組織運営のケーススタディ …………… 伊藤事務局長、
鈴木前事務局長
＊＊上半期ブロック会議＊＊ 3月27日（日）11：15〜13：00

幹事：SON・岐阜

1･代表者会議を終えて思う事
2･本年度の活動計画等の発表、
他地区への情報共有
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寄付・協賛 ご協力ありがとうございます！

2022 年 4 月 31 日 現在

◆寄付・協賛ご協力ありがとうございます。
日 付

内容

名称 / 連絡先（敬称略）

4 月 24 日

ジョギングフェスティバルリトルドロップ

寄付金

4 月 28 日

リネットジャパングループ株式会社 様

寄付金

SON・愛知 運営委員会便り（議事録抜粋）

＜4 月 13 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）学校、団体との連携（パートナーシップ）について （2）
「 山岳会といっしょに登山
2022」について
２．広報委員会（藤田副委員長） （1）NL原稿5月号 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）③2022NG広島分火式出席 ④SON・愛知を支援する友輪会チャリティ-ゴルフからの寄付 （2）NL
原稿6月号 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について ③NG広島トーチラン開催について ④支援
自販機の設置のお知らせ（中部ケーブルネットワーク株式会社様） （3）NL原稿7月号

①プログラムの活動紹介 ②ナショナ

ルゲーム広島大会について ③登山について （4）メルマガの内容について（4/11第16号配信）①スポーツプログラムについて
②ボランティアのひとり言 ③書籍の紹介 ④健康のお話し ⑤お知らせ （5）ジョギングフェスティバル広報活動：写真展と絵
画作品展について
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：4月66,390円前年比105.6％、1月からの累計280,840円前年比
113.9％ （2）寄付金 2/24豊田自動織機様 3/24友輪会チャリティーゴルフ様 （3）第18回友輪会チャリティゴルフについて
（4）支援自販機の台数増策について
４.SP委員会（松田委員長） （1）夏季競技プログラムの開催について （2）NG広島（2022年11月4日〜6日）選手団募集について
（3）コーチクリニックの開催について （4）SO日本オンラインボウリング記録会の開催について
５.ファミリー委員会（松本委員長） （1）プログラム名簿を各プログラムのファミリー委員へ配信 （2）各プログラムのファミ
リー委員とのグループライン （3）花と緑と健康のまちづくりフォーラムの4月度の活動案内 （4）ジョギングフェスティバ
ルの追加案内実施 （5）4月からの事務局当番について
６．事務局（伊藤事務局長） （1）3月収支報告 （2）2022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の件（3月26日、
27日 オンライン会議）（3）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」参加について
（4月2日土曜日 広島県立総合体育館 小アリーナにて）（4）愛知県から「税額控除に係る証明書」を入手（控除継続 ＊租税特別
措置法施行令 第26条の28の2により（公社）
SON・愛知に寄附をした場合、寄附者は所得税額の特別控除ができます。対象期間令
和4年4月1日〜令和9年3月31日）（5）堀田の事務局GWお休みのお知らせ 4/29〜5/10
以上
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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。
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