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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。

ヤングアスリートプログラム in 愛知学泉短期大学の紹介
ヤングアスリートプログラムを、7月16日（土）に愛知
学泉短期大学岡崎キャンパスで実施しました。
例年通り、愛知学泉短期大学・谷村ゼミの学生が担
当。学生は、事前に「ヤングアスリートプログラム」の研
修を受講し、実際に知的障がいのある小さな子どもに
プログラムを提供するための実践練習をしました。そ
こから、学生のみなさんが当日の内容を決めていきま
す。初めての経験なので戸惑いながらの研修は楽しそ
うでした。
実施の日は、先ず参加アスリートが元気に来られる
か、不安な気持ちで出迎えました。アスリート8名、ファ
ミリー7名、みんな元気一杯に参加。学生のみなさんも
アスリートたちの元気な笑顔を見てホッとしていまし
た。今回のプログラムも学生が主体的に動く事、困った
時だけ私たちSOのボランティアはアドバイスするとい
う事を徹底しました。参加したアスリートたちも学生
のお姉さんたちと「遊びながらスポーツ」をすること、

ダンス

障害物

赤白カード

読み聞かせ

また、
家族以外の人と関わることが体験出来ました。
1時間のプログラムはアッという間に終わり、アス
リートたちは満足そうに帰路に着きました。また、本年
度からプログラムを2回実施します。1回目は谷村ゼミ
の学生のみでしたが、2回目は他の大学、高校もボラン
ティアの参加が予定されています。アスリートの募集
範囲も広げる予定です。
「 愛知学泉短期大学」でのヤン

グアスリートプログラムは継続的に実施していくために多くの人たちの協力を望みます。
「ヤングアスリートプログラム」に興味のある方、ご連絡お待ちしています。
（担当：八塚 奈保子）
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サッカープログラム（豊田会場 ）の紹介
長らく思うように開催できなかった夏季プログ
ラムがようやく再開となりました。まだ企業系の
グランドがお借りできない為、サッカープログラ
ム豊田会場は大府のフットサルアリーナ大樹での
開催です。この5月から久しぶりのキックオフとな
りました。
サッカープログラム豊田会場は15~20名ほどの
アスリートが参加しています。SON・愛知の立ち上
げの時からずっと続けている新美啓介君を筆頭に
年齢層はかなり幅広くなってきました。
コーチもファミリーを中心に頑張ってきており
ましたが最近は少々くたびれてきた感じは否めま
せん。直近では赤田コーチと福井コーチのお二人
が新たに参加してくれましたので少しリフレッ
シュできた感じです。新しいコーチが入るのはい
いですね！みんなとっても楽しそう。一緒にサッ
カーしてくれるアスリートも、もっと増えるとい
いなと思っています。まだまだ募集中ですのでよ
ろしくお願いします。

練習

準備運動

さて、今シーズン久しぶりにボールに触りなが
らみんなと練習していて改めて思う所がありまし
た。
「 サッカーはやっぱり良いなあ」ということ。
サッカーという競技の良いところは「足でボール
を蹴る」というシンプルなルールさえ理解したら
誰でもすぐに楽しめるとこ。それでいて足で扱う
と思うようにならないボールに「もっと上手くな
りたい」とのめり込んでいけます。そして、どんな

ゲーム

レベルでゲームをやってもやっぱりサッカーは楽
しい！
現在ナショナルゲームではサッカープログラムのチーム競技開催は、従来の5人
制から7人制ユニファイドへと移行しています。レベルも高くなり参加するのが難
しい条件となってきました。けれど、コロナが落ち着いてきたらまた近隣の地区同
士で５人制ゲームの競技会もやりたいですね。そして広いグランドがお借りでき
るようになったら思いっきり走って体力つけて、いっぱい蹴ってスキルも上げて、
また全国の仲間に挑戦できる日を楽しみにしています。
（サッカープログラム豊田会場

主任コーチ

本多

裕）
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バスケットボールコーチクリニックを開催しました
バスケットボールプログラムはここ数年、新しいコーチが多く参加していただいていますので、コーチングスキルの向上を目
指してコーチクリニックを開催することにしました。
猛暑の中、SONから井上祐介講師にお越しいただき名古屋市立南養護学校の体育館で行いました。当日は受講者7名とスポー
ツプログラム委員長の松田さんに参加いただき、日頃の練習内容について改善するところや、常に意識して練習する点を重点に
教えていただきました。最後は３ｘ３（スリーエックススリー）のゲームをして皆で楽しみました。今回教えていただいたこと
は、9月から始まるプログラムに生かしていき
たいと思っています。
〇開催日時：2022年7月23日（土）
13：30〜16：00
〇場所：名古屋市熱田区

名古屋市立南養護学

校体育館
※コーチクリニックは、当該競技において初め
てのコーチクリニックを受講される方を対
象にしています。なお、すでに認定コーチで
ある皆さんの参加も大歓迎です。
（バスケットボール

主任コーチ

窪田 将文）

財務委員会の活動（SON・愛知 支援自販機について）
株式会社アッパーレイ様に 34 台目の支援自販機が設置されました。
6月2日株式会社アッパーレイ様の稲沢市国府宮駅前にある国府宮ビルにコカ・コーラ社の支援自販機１台を設置して頂き
ました。設置場所は道路に面したところで、とても目立っており、SON・愛知のPRにつながるものと期待できます。
代表取締役の大山恭範様に対しSON・愛知の野々山宗孝副理事長から感謝状の贈呈をさせていただきました。
大山様はライオンズクラブ国際協会334―
Ａ地区2021〜22年度地区のガバナーを担われ
ています。ライオンズクラブ様は、全国規模の
組織とメンバーを動員して、知的障害のある人
にスポーツを通じた社会参加の機会を提供す
る「スペシャルオリンピックス」の活動を全面
的に支援してくださっており、愛知だけでなく
全国47都道府県で展開されている地域でのス
ペシャルオリンピックスの活動に、様々な形で
ご支援ご協力していただいています。

代表取締役の大山様
（右）
に
感謝状を手渡す野々山副理事長

設置風景
（ラッピングもしっかり見えます）
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新規入会ありがとうございます！

2022 年 7 月 31 日 現在

◆新規入会ありがとうございました。
正会員（個人）：牧 洋子 様

寄付・協賛 ご協力ありがとうございます！

2022 年 7 月 31 日 現在

◆寄付・協賛ご協力ありがとうございます。
日 付
7 月 31 日

内容

名称 / 連絡先（敬称略）
リネットジャパングループ株式会社

SON・愛知 運営委員会便り（議事録抜粋）

寄付金

＜7 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）学校訪問について （2）サマーセミナーについて （3）スポーツプログラムボラン
ティアについて （4）
パートナーシップ協定について （5）
ボランティア募集チラシ作成予定について

２．広報委員会（窪田委員長）（1）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
財務委員会の活動（支援自販機の導入）（2）NL原稿9月号 ①プログラムの活動紹介（サッカー豊田、ヤングアスリート7/16）②

コーチクリニックの紹介（7/23バスケットボール）③財務委員会の活動（支援自販機の導入）④サマーセミナーについて （3）
NL原稿10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（8/20卓球）（4）メルマガの内容について（7/11（月）第19

号で配信）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）SON・
愛知HPのコンテンツ追加について

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：7月147,776円前年比143.0％、1月からの累計662,806円前年比
124.3％ （2）寄付金6/15弁天会様 （3）支援自販機の増設について ①緑区浦里にあるエイワン・ディー様に1台設置完了 ②中
京大学名古屋キャンパス、豊田キャンパスに設置内定 （4）
10月8日
（土）第19回友輪会チャリティゴルフ開催予定
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）①6月エントリー手続き完了 ②選手団ユニフォーム十福

屋さまと打合せ ③不織布マスクロゴ入りで製作準備中 ④開会式入場時の2018大会お礼の横断幕製作 ⑤9月3日（土）午前 選

手団説明会（名古屋学院大学名古屋キャンパスたいほう恵館メアリーホール）⑥10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）⑦選手団PCR検査必要。検査業者選定必要あり （2）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（8月16日締切 8月末詳細案内発送予定）
５.ファミリー委員会（松本委員長） スペシャルサンクスパーティー開催中止の件
６．事務局（伊藤事務局長）（1）6月度収支決算状況 （2）支援自販機設置先に感謝状贈呈の件 （3）次年度予算策定スケジュール
の件 （4）SO説明会の件 （5）会費未納会員に督促の件 （6）事務局夏季長期休 予定：8月11日（木曜日）〜17日（水曜日）（7）
次年度 役員（理事・監事）の件 （8）
その他
７．
次回 運営委員会

8月3日
（第1水曜日）
18：00〜

堀田事務局とオンライン会議
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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