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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。

ユニファイドサッカープログラムの紹介
コロナ禍の影響で2年間お休みしていたユニファイドサッカーですが5月からフットサルアリーナ大樹(大府市)で再開しました。
アス
リートが戻ってきてくれるのか、パートナーが参加してくれるのか心配でしたが、心配をよそに皆さん参加してくれました。パートナー
も新たに若い選手が参加してくれましたので今まで以上にチーム力が向上できそうです。
アスリートにとっては待ちに待ったプログラムでしたので練習初日から元気にプレーしてくれました。
アスリートの一人はサッカー教
室に入り自主練を続けていたらしく誰よりも動いていました。
コロナ禍により試合をする機会が少ないですが、
もう少し落ち着いてきたら他のチームと練習試合をしたいと思っています。
ユニファイドスポーツ
（Uniﬁed Sports）とは
知的障がいのある人（アスリート）
とない人（パー
トナー）でチームを作り、練習や試合を行い、ス
ポーツを通じてお互いの
個性を理解し合い支え合
う関係を築いていく取り組
みです。

「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」について
8回目（4年に一度）の夏季ナショナルゲームが広島で開催されます。SON・愛知からも選手団を派遣することが決まりましたの
でお知らせします。選手団の詳細が決まりましたら次号のニュースレターでお知らせします。
大会概要

参加競技と会場

・開催期間

・陸上競技：広島広域公園
（エディオンスタジアム）＜広島市＞

2022 年11 月4 日
（金）〜 6 日（日）3 日間

・バドミントン：広島経済大学 石田記念体育館 ＜広島市＞
・バスケットボール：広島県立総合体育館

・開催地
広島県＜広島市、
呉市、三原市、
北広島町＞

（グリーンアリーナ）＜広島市＞
・ボウリング：ミスズボウル ＜広島市＞

・開会式/閉会式
広島県立総合体育館
（グリーンアリーナ）＜広島市＞

・競泳：日本製鉄アクアパーク ＜呉市＞
・卓球：マエダハウジング東区スポーツセンター ＜広島市＞
・テニス：広島広域公園
（テニスコート）＜広島市＞
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山岳会といっしょに登山2022 〜宮路山から五井山に縦走〜
3年ぶりの「山岳会といっしょに登山」を開催しました。コロナ禍でこの数年間は、計画をしては中止の連続でした。感染状況、感
染予防、日帰り登山、登山口までの移動方法など検討を重ねて「楽しく安全な登山」の開催を心がけました。今回は、参加者の人数
を制限しましたが、安全を考慮してサポーターの人数は多くしました。
日本山岳会東海支部のみなさんを含め初参加の方が多く、SOからも初参加のボランティアや、名古屋経済大学市邨高校ワン
ダーフォーゲル部のみなさん等、多くの新しいお仲間が増えた事が何より嬉しく思いました。
登山中は、アスリートが一番元気に登っていましたが、初めて行く場所に不安を感じたアスリートには山岳会のみなさんから
絶妙な声掛けやサポートがされていてとても感動しました。また、きつくて諦めそうになったメンバーには、心が折れないように
優しく声掛けしながら完登までサポートされていたことにも感動しました。
当日は、お天気にも恵まれて宮路山山頂からの景色、途中のコアブラツツジ自生地、五井山頂上からの眺めは三河湾、渥美半島、
志摩半島などが綺麗で爽快な気分になりました。また、来年も
「山岳会といっしょに登山」
を開催したいと思います。
今回、ご協力いただきました皆さまへ感謝申し上げます。来年もご一緒ください。
（ボランティア委員長

八塚 奈保子）

※宮路山
（みやじさん）標高361m・五井山（ごいさん）標高454m …… 三河湾の絶景を一望できる豊川市にある山
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5月28日（土）、
「山岳会といっしょに登山 2022」が、三河・宮路山、五井山で開催されました。新型コロナ感染症のため、2019年4
月の奥美濃・高賀山登山以来3年ぶりの開催で、アスリート4名、ファミリー2名、SON・愛知のボランティア8名（うち、名古屋経済
大学市邨高校 ワンダーフォーゲル部5名）
、
日本山岳会東海支部14名、総勢28名の登山となりました。
交通機関を使っての日帰り登山のため、名電赤坂駅に集合、駅から街並みを抜け登山口へ。梅雨前の美しい自然林の中、整備さ
れた登山道を１時間半ほど登りつめると、三河湾が大きく拡がる宮路山（361m）に到着。そこから緩やかなアップダウンを繰り返
しながら１時間半ほど歩くと、さらに雄大な眺望の五井山（454m）に到着しました。達成感で疲れが吹き飛ぶ一瞬でした。標高差
こそ少ないものの、距離の長いロングコースでしたが、アスリートを含め全員無事登頂しました。山頂での記念写真を見ると、ア
スリートも、ボランティアもみんな爽やかな笑顔です。
「山岳会といっしょに登山」は2001年、アスリート9 名に対して、SO、山岳会、合わせて30名のサポート体制で鈴鹿入道ヶ岳に
登ったのが最初で、以来回数を重ね、今回は20回目の開催となりました。東海支部にボランティア委員会が出来たのも、このアス
リートとの登山がきっかけです。
日本山岳会も公益社団法人となり、自分たちで好きな山に登っているだけではなく、公益的な活動も求められています。そのよ
うな意味からもSON・愛知との取組は、重要な年間行事として定着してきました。また、アスリートの成長を楽しみにして、毎年参
加してくださっているメンバーも少なくありません。何よりも継続が力です。これからも「山岳会といっしょに登山 」を大切にし
ていきたいと思っています。よろしくお願いします。
（日本山岳会東海支部ボランティア委員会 前田 隆久）

「名港水上芸術花火2022」に行ってきました
名古屋港ガーデンふ頭で開催された「名港水上芸術花火2022」にSON・愛知のアスリートとそのご家族10組20名分をご招待し
ていただきました。
この企画は、SONドリームサポーターでもあるプロスケーターの小塚崇彦様（トヨタ自動車所属）が、この芸術花火のプロジェ
クトリーダーをされていて、主催者である
「名港水上芸術花火2022」
開催委員会様よりSON経由でご招待をいただきました。
当日は、花火見物以外にも愛知県内のトヨタ販売店との交流会も開催され、アスリート一人ずつ自己紹介をしました。また、交
流会では小塚さんとトヨタ自動車㈱社会貢献推進部、国内販売
店支援部の方々も出席されました。
花火の開演前には小塚さんによるSOの紹介があり、会場内の
モニターにその様子が映し出されました。
名港水上芸術花火は音楽に合わせて打ち上がるグレートスカ
イアートで、昨年に引き続き、二尺玉（直径60cm）が打ち上がり
上空500m地点で半径240mもの大輪を咲かせました。その大き
さと、
轟音にビックリしました。
その後も夜空が花火で埋め尽く
されアスリート達はその美しさに驚いていました。
■名港水上芸術花火2022
日時：2022年5月28日（土）
19:35〜20:35
会場：名古屋港ガーデンふ頭
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お知らせ

〜ジョギングフェスティバルの様子が紹介されました〜

4 月 23 日第 10 回ジョギングフェスティバルの会場で展示しました県政 150 周年のポスター展について、愛知県政 150 周年
記念の Web サイトで紹介されました。ジョギングフェスティバルの写真も掲載されていますのでご覧ください。
https://150.pref.aichi.jp/promotion/

新規入会ありがとうございます！

2022 年 6 月 6 日 現在

◆新規入会ありがとうございました。
賛助会員（法人）
： ハマダスポーツ企画株式会社 様、株式会社 JPN 様

寄付・協賛 ご協力ありがとうございます！

2022 年 5 月 30 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）

5 月 13 日

弁天会

寄付金

SON・愛知 運営委員会便り（議事録抜粋）

＜5 月 11 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 （3）愛知淑徳大学CCCにてSOについての講座5月18日（水）開催 （4）愛知学泉短期大学「ヤングアスリートプ
ログラム」
研修会5月26日（木）
開催 （5）
「バーチカルランニング」
中部電力MIRAITOWERについて
２．広報委員会（窪田委員長）（1）NL原稿6月号 ①ジョギングフェスティバルの開催について。ナショナルゲーム広島大会のトー
チラン開催、他イベントについて ②明治安田生命保険様よりサッカーボールが寄贈されました ③2022年度スペシャルオリン
ピックス日本全国代表者会議について （2）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
「山岳会といっしょに登山2022」
（開催5月28日）について （3）NL原稿8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 （4）メルマガの内容について（5/11第17号配信）①ジョギングフェスティバルについて 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）
SON・愛知公式YouTubeの再開設について
３．財務委員会（秋重副委員長） （1）支援自販機33台の入金状況：5月95,602円前年比104.9％、1月からの累計376,442円前年比
111.4％ （2）寄付金4/24ジョギングフェスティバルリトルドロップ 4/28リネットジャパングループ株式会社様 （3）今後の
支援自販機の増設について
４. SP 委員会（松田委員長）（1）NG広島について（2022年11月4〜6日）4月25日（月）愛知選手団の募集要項発送5月23日（月）募
集締め切り （2）SP委員会の開催 5月21日（土）16：00 - 17：15 Zoom （3）コロナ禍でのプログラム開催判断基準の見直しに
ついて （4）コーチクリニックの開催 6月号ニュースレターで募集
５.ファミリー委員会（松本委員長）（1）6月4日(土) 9：30〜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の
5月度の活動案内の連絡網展開 （3）ソフトバンク株式会社様との 交流イベント『フレンズミーティング』の連絡網展開
（4）5月25日の事務局当番はバスケットボールのファミリー
６．事務局（伊藤事務局長）（1）第10回ジョギングフェスティバルについて （2）
「名港水上芸術花火2022」招待の件 （3）SO日本
と中京大学の包括協定の件 （4）
ソフトバンク株式会社様との 交流イベント『フレンズミーティング』開催の件
以上
※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
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