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スペシャルオリンピックス日本・愛知

通巻 273 号

2022
10 月号

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。

絵画教室の紹介
絵画教室は毎月第1、第3金曜日18時30分〜20時、SON・愛知の事務局
で開催しており、アスリート8名、ボランティア6名が参加しています。
「一生懸命描く」をテーマに、アスリートもボランティアも集中し
て楽しく描いています。また、その日の最後には作品について、何を
描いたか、
なぜその絵を描いたのか、
発表しています。
今回、
絵画教室に参加しているアスリートの皆さんに、
それぞれの
思いを寄せていただきました。

〇浅野 秀亜希さん

〇森保 孝司さん

〇松本 裕斗さん

〇味岡 知弥さん

ぼくは絵を描くのが好きです。

僕は絵画教室に入ってから絵

僕は城の絵をよく描きます。

絵画教室は、楽しいです。

みんなで一緒に楽しい絵を沢

を描く事が好きになりました。

瓦や石垣の並んでいる様子や

みんなで一緒にできると嬉

山描きたいです。

今度は、富士山と桜の絵を綺麗

カーブのラインが好きです。

しいです。

に描きたいです。

〇大塚 奈緒さん

〇大橋 寛明さん

〇塚本 早紀さん

〇新實 滉平さん

絵画教室で絵がいっぱい描

絵画教室は楽しいです。

絵画教室に行くのが楽しみ

僕は絵が好きです。

けて楽しいです。

絵を描くのは好きです。

です。

絵画教室では、水彩えんぴつで

いぬ・ネコ・カメ・クラゲ・カ

水彩画を書いています。細かい

ニを絵の具で描きたいです。

所が難しいですが、楽しいです。

「上手だね」と言われると嬉
しいです。
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卓球コーチクリニックを開催しました
8月20日（土）13時30分〜15時30分、千葉から、前浪トレーナーをお迎えして、スペシャルオリンピックス卓球競技のコーチクリ
ニックを開催しました。場所は、いつもお借りしている株式会社豊田中央研究所の厚生施設「アクタス」で、
SON・富山から参加の1
名を含む14名が受講しました。
前浪トレーナーからは、アスリート一人ひとりに寄り添った練習に心掛け、多球練習などでボールコ
ントロールの精度を向上させるなど、コーチが技術を向上させることの重要性を教えて頂きました。
受講者の多くの方は既に何度もSOの練習会に参加されており、日ごろの練習会で困っている、地区大
会の運営方法、アスリートの集中力を高める方法などを積極的に質問していました。また、今回初めて
参加された若い卓球経験者の方が、この秋の練習会から協力頂けることとなり、とても有意義なコーチ
クリニックとなりました。

前浪トレーナー
クリニックの様子

「2022年第8回スペシャルオリンピックス夏季ナショナルゲーム・広島」愛知選手団説明会を開催しました
9月3日（土）9時15分〜12時30分、名古屋学院大学の名古屋キャンパスたいほう恵館メアリー
ホールをお借りして大会の説明会が開催されました。
大会に参加するアスリート、コーチ、ファミリーが一堂に会して選手団の紹介、大会の概要説
明、スケジュール等の説明を受けました。また、競技別にミーティングが行われ、ヘッドコーチよ
り競技や持ち物、
着替え、
薬の取り扱い等について細かいところまで説明がありました。
10月1日（土）にはトヨタ自動車保見研修所をお借りして、結団式・壮行会と日帰り合宿を開催
します。
＜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
開催期間：2022 年11月4日（金）〜 6日（日）3日間

大会概要＞

開 催 地：広島県
（広島市、呉市、三原市、
北広島町）
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コロナ禍のムコウを見据える『21世紀型学び』の祭典「第33回 愛知サマーセミナー2022」に参加して
愛知県私立学校教職員組合連合などが主催し、愛知県他が後援している「第33回愛知
サマーセミナー」が2022年7月16日(土)〜18日(月)の3日間、東邦大学、東邦高等学校を
会場として開催されました。コロナ禍の中での開催という事で、講座数を700講座に絞
り、参加者も2万人以内に制限し、感染対策を万全に行い開催されました。
通称「サマセミ」は愛知県からはじまり全国に広がる「サマセミ型教育イベント」とし
て、20年以上前に愛知県で生まれコンセプトとしているのは、
「 誰でも先生、誰でも生
徒、どこでも学校」です。今回も特別講座から高校生が取り組む講座、昨今の世界情勢に
ついての講座が開催され、SON・愛知も、昨年に続いて参加しました。昨年は、
「スポーツ
を通して共生社会を目指しませんか」のテーマで広報活動を行いました。本年は、一歩
進めて「障がいのある方をスポーツで支援しませんか、体験しませんか」のテーマで2コ
マ講座を開催しました。一コマは、障がいについて、障がいのある方のスポーツ参加の
効果、知的障がいのある方へのスポーツでの支援「スペシャルオリンピックスとは？」
についての座学60分、実技（ボッチャ）30分を、2コマ行いました。参加者はそれぞれ20
名くらいで参加者の中には、県外の中学生、高校生も参加されていました。また、実技で
はチーム作りから入り、初めて会う人が多いなか、コミュニケーションを取りながら取り組んで楽しく参加されていました。初
めて会う人とコミュニケーションを取る事の難しさ、普段と違う方法でのゲームを行う中で、障がいのある人の生きづらさ等を
体験してもらい、その中から、何かを感じ取ってもらえたら、と思い講座を企画しました。また、
「スペシャルオリンピックス」の
事を、知らない人がまだまだ多く、この講座に参加して「スペシャルオリンピックスを知る」人が増えたかと思います。
今回も昨年同様、名古屋経済大学市邨高等学校・中学校の「ボランティア部」の皆さんが準備から当日の運営に参加して、会場
を盛り上げていました。また、イベントだけでなく、SON・愛知スポーツプログラムに多くの生徒のみなさんが参加されていま
す。今後もSON・愛知への積極的な取り組みを期待します。
今後もスペシャルオリンピックスの活動をより多くの人に知ってもらうことによって、共感を持つ人が増え、関りの輪が広が
り、共通の思い出を通じてあたりまえの「共生社会」を目指したいと再確認しました。とても充実した一日でした。このような社
会状況の中、今回の機会を提供いただいた、関係者の皆さまへ感謝申し上げます。ありがとうございました。

名古屋フィルハーモニー交響楽団主催の福祉コンサートに行ってきました
9月1日（木）14時より名古屋国際会議場センチュリー
ホールで3年ぶりに開催されました。SON・愛知からはア
スリート・ファミリー8名、ボランティア5名の13名が参
加しました。指揮者の松元宏康さんによる軽妙なお話し
は楽しく、超一流の名フィルの生演奏は“CD”とは違った
音の幅（強弱）を堪能でき「音楽ってすばらしいな」と思
いました。
スペシャルオリンピックスが提供するスポーツプログ
ラムや絵画教室だけでなく、音楽も心と身体を癒し、感
情、
知覚、
認知を活性化させるものだと再認識しました。
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新規入会ありがとうございます！

2022 年 8 月 31 日 現在

◆新規入会ありがとうございました。
アスリート会員：中野 雄太 様、石原 竜清 様、市川 良 様、清水 宥帆 様
賛助会員
（個人）：中野 香里 様、石原 暁秀 様、市川 美津子 様、清水 香芳莉 様

寄付・協賛 ご協力ありがとうございます！

2022 年 8 月 31 日 現在

◆寄付・協賛ご協力ありがとうございます。
日 付

名称 / 連絡先（敬称略）

内容

8 月 31 日

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 端数俱楽部

寄付金

SON・愛知 運営委員会便り（議事録抜粋）

＜8 月 3 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）サマーセミナーについて 開催日時：7月16日（土）13：10〜会場：東邦高校本館4階
（2）ヤングアスリートプログラムについて 開催日時：7月16日（土）10：00〜会場：愛知学泉短期大学 岡崎キャンパス5号館6階
（3）
リネットジャパングループ様取材 （4）
名東ロータリークラブ様講演依頼
２．広報委員会（窪田委員長） （1）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）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）（2）NL原稿10月号 ①プログラムの活動紹介

（絵画教室）②コーチクリニックの紹介（8/20卓球）③愛知サマーセミナー2022（7/16東邦高校）④ナショナルゲーム広島大会

選手団への説明会（9/3）（3）NL原稿11月号 ①プログラムの活動紹介（バスケットボール 名古屋学院大学）②財務委員会の活
動（支援自販機の導入）（4）メルマガの内容について 8/11(木)第20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35台の入金状況：8月145,633円前年比111%、
1月からの累計808,439円前年比121.7%
（2）
寄付金7/31リネットジャパングループ様 （3）
富士フイルム
「端数俱楽部」
様からの寄付対象に今年も選定されました
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）①7月末でエントリー変更期間終了エントリー変更なし

②9月3日（土）午前選手団説明会（名古屋学院大学）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）④選
手団ユニフォーム十福屋さまよりご寄付 ⑤選手団全員1週間以内のPCR検査受検が必要 （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 （3）
SP委員会9月3日NG広島説明会終了後に開催を計画

５.ファミリー委員会（松本委員長） 9月10日
（土曜日）10：00〜第2回ファミリー委員会を開催予定
６．事務局（伊藤事務局長）（1）
名フィル主催の福祉コンサートが3年ぶりに開催NL8月号同封 （2）
8月21日
（日）
SO説明会 （3）
事
務局夏季長期休の日程
７．その他

SO国際本部（SOI）より日本ライオンズ様の支援に関するインタビュー動画を撮影することになり、SONから愛知へ

協力依頼が入りました。
８．
次回 運営委員会

9月14日
（第2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

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

TEL:052-882-5150

丸美タウンマンション堀田 1 階

FAX:052-882-5160

mail:soaichi@sage.ocn.ne.jp URL:http://www.son-aichi.jp
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