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柔道プログラムの紹介

　SOのプログラムに柔道が参加できるようになって間もなく、コロナ禍により休止となりました。残念な思いの中、この度再会

できることをコーチ一同とても喜んでいます。しかし、まだまだコロナ対策をしながらの活動になります 。

　さて、柔道といえば「危険な競技」「怪我をする」などのイメージがありますが、また柔道は 2 つの側面を持っています。1つ目は

競技としての柔道、 ２つ目は教育としての柔道です。SOの柔道の取組は 「 教育としての柔道 」 を主として活動を行っています。

柔道の目的は「世の中に役に立つ人間形成」です。障害があっても必ず人や世の中に役立つ活動があります。そこを目指して一緒

に成長できれば良いと思います 。１.身体能力の向上、２.俊敏性の向上、３.相手との共同力、４.相手の思いを読む洞察力、このよ

うな取り組みを行っています。　（竹上主任コーチ）

福祉施設外の関わりがお互いに持てて、普段 は見ることができない表情や感情が発見でき 、自分も一緒に成長させてもらってい

ます。　（佐々木コーチ）

アスリートやコーチ陣等との新たな関わりが増え、参加する度に自分自身も良い刺激を貰う事ができ一緒に学ばせてもらっ

ています。　（村瀬コーチ）

アスリートがどのように楽しみながら学べるのかを考えていく中で、普段では見られない表情や感情、行動 を見ることが出来ます 。

新しい発見がコーチ陣の喜びに繋がり、一緒に成長させてもらい、とても貴重な経験をさせてもらっています。　（岡部コーチ）

柔道は裸足で行い、発達や障害に応じて、寝姿勢から立ち姿勢までさまざまな運動を提供することができます。生涯を通して仲間

と楽しみながら運動し、身体作りができる SO のすばらしさを、改めて感じています。　（堀内コーチ）

まず、アスリートの元気な姿と笑顔に毎回癒されています。 さまざまな特性を持ったアスリートと接する中に難しさの中に

もやりがいを感じ、一緒に汗を流し、笑顔で共に成長しあえる SOの柔道。まさに自他共栄を体現できる場所だと思います。

（近藤コーチ）

準備運動 基本練習
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陸上競技 記録会を取材してきました（広報委員会 Photo & Movie Teams）

　SON・愛知の撮影ボランティアとしては2017年のナショナルゲーム

（NG）プレ大会に初参加。2018年愛知で開催された夏季NGに記録委員会と

して参加し、今回、広報委員会のP＆M(Photo＆Movie Teams)として撮影に

臨みました。当日のウェーブスタジアム刈谷は晴天、絶好の記録会＆撮影

日和。久々の記録会ということもあり、アスリートの皆さん、生き生きとし

ていました。当日は100m、200m、400m、1,500m、4×100mリレーの記録を

取りましたが、皆さん、いい表情をしていました。しかし、この暑さ、記録よ

りもアスリートの体が心配になりがちなのですが、体調不良を起こすこと

もなく無事に記録会を終えることができました。

　11月に開催されるNG広島大会まで練習して、体調を整え、ベストの状態にして本番に備えていただければと思います。1人でも

多くのアスリートの頑張り、輝いている一瞬を切り取り、写真として残していく。また、スタンドで応援されているファミリーの

皆様のためにも、と思うと身の引き締まる思いで撮影しました。これからP＆Mはアスリート、ファミリー、そこに携わるボランテ

イアの皆様の姿を写真や動画という形で少しずつ公開していく予定です。会場でP＆Mのメンバーはピンクのビブスを着て撮影

しています。見かけたら、気軽に声かけてください。

　また、P＆Mではメンバーを募集中しています。写真が好き、カメラが好きという方が見えましたら、ぜひ！

　「気軽に参加して撮影を楽しもう、でもシャッターを切る瞬間は真剣に」がモットーのチームです。自分の好きなことをボラン

ティアで生かしてみませんか？　（P&M　丸山 裕一）

「スペシャルオリンピックス 2022広島」選手団の紹介

　2022年11月4日(金)～6日(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SON・愛知選手団が決まりましたので発表いたします。

　5月26日に事務局において事務局長、SP委員長、ボランティア委員長により選考委員会を開催し

て決定されました。参加枠31名に43名の応募があり、枠を超える応募があった競技については抽選

を行って決定しました。今回参加枠の少なかった競泳、ボウリング、卓球については、30％～50％の

当選率となりました。

　大会のクォーター（参加枠）は、各地区組織で活動している競技アスリート数と大会受け入れ可能数を基準にして決められてい

ます。広島大会では、受け入れ可能数アスリート900名に対して、全国の地区組織から2367名の申請があったそうです。参加希望

数が多く、前回大会と同様に地区クォータ制（地区別の参加人数枠）が導入され地区毎に競技・参加人数等の参加枠が指定されま

す。参加希望者全員が参加できるわけではありません。希望するアスリート全員が参加することが本意ですが、このような状況を

ご理解いただきますようお願いします。サッカーや柔道については、参加枠をもらえませんでした。

100m 200m 400m 1,500m リレー



SON・愛知選手団47名（団長1、副団長1、アスリート28、パートナー2、コーチ10、追加スタッフ5）
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　 株式会社エイワン・ディー様に 35 台目の支援自販機が設置されました。

6月28日株式会社エイワン・ディー様の名古屋市緑区浦里にある本社工場敷地内に支援自販機１台を設置して頂きました。設置

場所は道路に面しており、SON・愛知のPRにつながるものと期待できます。 

　代表取締役の川村義男様にSON・愛知の酒井俊皓理事長から感謝状の贈呈をさせていただきました。

　エイワン・ディー様は天然洗剤、抗菌剤等販売をされており、100％ホタテの貝殻から作られた天然成分の働きで、消臭・除菌

効果のある環境にやさしい商品などをつくられています。

　環境にも人にもやさしい社会の実現のため、この度スペシャルオリンピックス日本・愛知支援自販機を設置して頂きました。

　選手団は今後、9月に選手団説明会、10月に事前合宿、結団式・壮行会等の行事を行い11月の大会を目指します。皆さん、応援を

よろしくお願いいたします。　（団長：松田則雄）

※HC：ヘッドコーチ、C：コーチ、S：スタッフ、P：パートナー

財務委員会の活動（SON・愛知 支援自販機について）　

団長：松田 則雄　副団長：窪田 将文

競技
競泳 森保 孝司 瀧上 雅恵 久保田 好明 HC 松崎 典子 S

猿子 遼 山下 洵一 平本 将寛 吉田 純一朗 角田  啓文 HC 小松 健一 S
伊藤 亜伎斗 渡邉 薫乃 石橋 藍花 高瀬 菜々子 山下 咲紀 C

バドミントン（シングルス） 猪飼 修平 山下 輝晃 HC
石川 隼人 大橋 寛明 重松

大塚 奈緒

 祐貴 柘植 一真 菊田 満 HC 小澤 美千子 C
植村 崇矢 山下

河田 佳祐
 涼太 渕田 さくら

ボウリング 前田 恭介 東野 泰之 HC 大塚 志津 C
ユニファイドダブルスボウリング 鷹羽 健 松田 雄大郎 掛水 信行 P 糸畑 秀樹 P 本多 裕 S
卓球（シングルス） 宇井  智恵 龍田 成人 HC 小尾 絵美子 S
テニス（シングルス） 神谷 将之 鬼頭 翼 高橋 祐哉 佐藤 麻美 奥山 卓 HC 大西 早希子 S

アスリート コーチ・追加スタッフ

陸上競技

バスケットボール（チーム競技）

代表取締役の川村様（右）に
感謝状を手渡す酒井理事長

設置風景（ラッピングもしっかり見えます）
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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）    ＜6 月 15 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」を5月28日（土）に実施　（3）ヤングアスリートプログラム開催について（愛知学泉短期大学）

２．広報委員会（窪田委員長）　（1）NL原稿7月号 ①プログラムの活動紹介（ユニファイドサッカー) ②ナショナルゲーム広島大会
について ③登山の開催について ④花火大会に招待されました  ⑤お知らせ（愛知県政150周年記念のWebサイトでジョギング
フェスティバルが紹介される）　（2）NL原稿８月号 ①プログラムの活動紹介（陸上・柔道） ②ナショナルゲーム広島大会につい
て ③支援自販機が設置されました　（3）NL原稿9月号 ①プログラムの活動紹介 ②コーチクリニックの紹介（バスケットボー
ル) ③サマーセミナーについて　（4）メルマガの内容について（6/11（土） 第18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　

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：6月138,588円前年比163.0％、1月からの累計515,030円前年比
128.1％　（2）寄付金5/28弁天会様　（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日-6日） 5月26日選考委員会を開催し選手団決定（枠を超える応
募があった競技については抽選を行って決定した） ① 6月30日エントリー（大会提出）締め切り ② 9月3日（土）午前 選手団説
明会 （名古屋学院大学 たいほうキャンパス)  ③10月1日（土）午後 結団式・壮行会、日帰り合宿（トヨタ保見研修所）理事長出席 
④ 選手団ユニフォーム 十福屋さまのご支援いただける ⑤ 6月11日 現地説明会 コロナ禍のためWeb開催 ※現地での選手団移
動、公共交通機関等について現地確認必要 ⑥ 地区広報の登録は4名まで　（2）障がい者サッカー連絡会について 5月22日（日）
19：00～愛知県サッカー協会会議室で開催 松田出席「誰でもサッカー広場」を開催する。11月20日（日）テラスポ鶴舞・交流試
合・障がい者サッカー体験会 ・その他今年は参加予定　（3）コーチクリニックの開催について ①バスケットボール：7月23日
（土）[南養護学校] ②GOA ：8月20日(土）午前[豊田中央研究所]  ③卓球：8月20日（土）午後 ［豊田中央研究所］　（4）秋期プログラ
ムの開催について8月号ニュースレターで募集案内発送予定

５.ファミリー委員会（松本委員長）　（1）第1回ファミリー委員会（6/4）開催　（2）「アスリートストーリー発表会2022」の案内を展
開　（3）花と緑と健康のまちづくりフォーラムの6月度の活動案内を展開

６．事務局（伊藤事務局長）　（1）5月度収支決算状況　（2）第2回定例理事会開催について　（3）SO説明会の開催について
７．次回 運営委員会　 7月13日（第2水曜日）18：00～ 堀田事務局とオンライン会議

以上

寄付・協賛  ご協力ありがとうございます！ 2022 年 6 月 30 日 現在

新規入会ありがとうございます！ 2022 年 6 月 30 日 現在

　◆寄付・協賛ご協力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。

　　賛助会員（個人）： 下出　啓介 様

6月　14 日 弁天会 寄付金

日　付 名称 /連絡先（敬称略） 内容

発行 /公益社団法人 スペシャルオリンピックス日本・愛知
〒467-0827　名古屋市瑞穂区下坂町 2-9　丸美タウンマンション堀田 1階

TEL:052-882-5150 　FAX:052-882-5160    mail:soaichi@sage.ocn.ne.jp   URL:http://www.son-aichi.jp
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