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バスケットボールプログラム㏌名古屋学院大学の紹介

9月17日（土）12時～14時、いつも協力を頂いている名古屋学院大学バスケットボール部の皆さんと一緒にプログラムを開催し

ました。名古屋学院大学のバスケットボール部は、男女共に全日本大学バスケットボール選手権大会に出場する強豪チームです。

そのようなチームの皆さんと練習ができて、アスリートもテンション上がりまくりでした。前半は全員で準備運動・アップを行

い、後半は2グループに分かれて練習しました。学生達もアスリートのスキルに合わせてパスをしたり、練習内容の見本を見せて

くれるなど臨機応変に対応してくれました。

　最後はSOのアスリート・ボランティアと学生らが混じってチームを作り（7チーム）、ドリブル競争を行い大いに盛り上がり、優

勝チームには全員拍手で勝利を称えました。また、アスリートVS学生でゲームも楽しみました。学生チームは華麗な3ポイント

シュートを見せ、アスリート達はリバウンドで応戦です。

11月には今季2回目の合同プログラムを予定しており、楽しい練習メニューを考えたいと思います。

バスケットボール主任コーチ　窪田将文

練習の様子
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ナショナルゲーム2022広島大会の結団式・壮行会、事前合宿の紹介

10月1日（土）トヨタ自動車保見研修所をお借りして、「ナショナルゲーム2022広島」の最終説明会

と競技別打合せ（13時30分～14時45分）、結団式・壮行会（15時～15時4分5）、事前合宿（16時～18時

10分）を行いました。

   結団式・壮行会ではご来賓として、株式会社十福屋専務取締役山下美和様、部長鈴木泉様、トヨタ

自動車株式会社社会貢献推進部共生社会推進室共生グループグループマネージャー大石典子様

にご臨席を賜りました。ご来賓を代表して山下美和様よりご祝辞を頂きました。また、株式会社十福

屋様より選手団のユニホーム（パーカー・ポロシャツ・パンツ・Tシャツ・リュックサック）を頂きまし

たので目録の贈呈式を行いました。そのあと、酒井理事長より松田団長にSO旗が渡され大会会場に掲揚されます。

　松田団長の挨拶のあと選手団一人一人紹介され、選手団を代表してバスケットボールに出場する石川隼人さんと、淵田さくら

さんがアスリート宣誓をしました。最後に全員で選手団にエールを送りました。掛け声は、「頑張るぞ！」「頑張るぞ！」「頑張る

ぞ！」でした。大会に向けて気合が入ったように思います。

　事前合宿では、食事や入浴などの日常の生活に課題がないか確認できましたので、トラブル等に対して慌てることなく余裕を

もってアスリートをサポートすることが出来ればと思います。

愛知のスポーツ雑誌「Standard愛知」VOL.51  9･10月号にスペシャルオリンピックス日本・愛知の記事が掲載されます。内容は、

ナショナルゲーム（全国大会）に参加する選手団の紹介となっています。　　https://standardaichi.jp

酒井理事長挨拶 山下専務祝辞

SO旗授与式 選手団ユニフォーム目録授与式

アスリート宣誓 応援のエール

来賓紹介 選手団

私たちは精一杯力を出して勝利を目指します。たとえ勝てなくてもがんばる勇気を与えて下さい。

＜アスリート宣誓＞

お知らせ



財務委員会の活動（SON・愛知支援自販機について）

明治安田生命保険相互会社様から寄付金をいただきました
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　端数倶楽部は、1991年に設立されました。富士

フイルムビジネスイノベーションおよび関連会

社の社員、役員、嘱託、退職者の有志による社会貢

献団体です。活動資金は、会員自身の毎月の給与、

賞与の「端数（100円未満の金額）」＋個人の自由

意思による寄付から拠出されています。小さな端

数も、集まれば社会を変えるチカラに。会員の自

ら行動したい気持ちを後押しし、かつ継続的に活動を行うことができるような組織の運営を行っています。

〇活動内容

4つの部会に分かれて寄付やボランティア企画の実施を行っています。

・国際文化教育部会：国内・国外の文化、教育関連団体を支援し、多様性を認め合う心の豊かな社会への一歩を目指しています。

・自然部会：自然観察会、講演会などの学習活動を行っています。

・社会福祉部会：障がいのある方の支援活動を行っています。SONへの支援、協業もこちらです。

・災害タスク：被災地への継続的な支援を行います。

　スペシャルオリンピックス支援自販機が中京大学八事キャンパスに1台、豊田

キャンパスに1台9月に設置がされました。SON活動支援としてこの自販機の売

上の1部はスペシャルオリンピックス日本・愛知の活動に寄付されます。中京大

学と公益財団法人スペシャルオリンピックス日本が今年5月、教育やスポーツの

分野を通じ、多様な人々が活きる共生社会の実現を目指すため、東海地区の大学

で初めて包括連携協定を締結しました。

　知的障害のある方もない方も互いに理解を深め、社会的インクルージョンを

促進することを目的に、大学行事におけるスペシャルオリンピックスブースの

出展、自治体や企業との協働スポーツイベントの実施などの取り組みが計画されています。このような流れもあり今回の自販機

の設置にご理解いただきご支援いただけることとなりました。中京大学様に感謝申し上げます。

　一昨年、昨年、今年と3年連続で明治安田生命保険相互会社名古屋東支社  金

鯱営業部様より「私の地元応援募金」として193,000円の寄付金をいただきま

した。

SON・愛知の会員の阿部昌子さまがアスリートの皆様の活動を引き続き応援

します！と推薦してくださいました。

　今後ともご支援の程よろしくお願いいたします。

【寄付先紹介】富士フイルムビジネスイノベーション端数倶楽部
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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）    ＜9 月 14 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）ヤングアスリートプログラムin愛知学泉短期大学11月12日（土）午前実施今回は愛知
学泉大学、大学付属高校も参加予定　（2）パートナーシップについて　（3）中京大学×SON 「トークイベント」について　（4）秋
期スポーツプログラム申込みボランティアについて　（5）名古屋市商工会議所若鯱会（約40名）卓話9月29日（木）

２．広報委員会（窪田委員長）　（1）NL原稿10月号（9月発行）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③ナ
ショナルゲーム広島大会の説明会④第33回愛知サマーセミナー2022に参加して⑤名古屋フィル福祉コンサートに行ってき
ました　（2）NL原稿11月号（10月発行）①プログラムの活動紹介②ナショナルゲーム広島大会の結団式、合宿③財務委員会
の活動（支援自販機）④ダンスイベントのご案内　（3）ＮＬ原稿12月号（11月発行）①プログラムの活動紹介②財務委員会の
活動③ナショナルゲーム広島大会について④チャリティーゴルフ（友輪会）について　（4）メルマガの内容について（9/11第
21号配信）　（5）スタンダード愛知にSON・愛知の記事掲載（9-10月号、11-12月号）　（6）ナショナルゲーム広島大会について

３．財務委員会（秋重副委員長）　（1）支援自販機の入金状況：9月110,534円 1月からの累計918,973円前年比120.2％　（2）寄付金富
士フイルムビジネスイノベーション端数俱楽部様、明治安田生命保険相互会社金鯱営業部様　（3）中京大学に支援自販機設置に
ついて

４.SP委員会（松田委員長）　（1）NG広島関連① 9月3日（土）午前選手団説明会（名古屋学院大学メアリーホール）で開催  ②10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）③選手団全員１週間以内のPCR検査受検が必要④広島の現地確
認について （2）秋期プログラムの開催について （3）コーチクリニックの開催について

５.ファミリー委員会（伊藤副委員長）（1）9/10 ファミリー委員会を開催 （2）次回ファミリー委員会1/28（土）10：00～堀田事務
所にて開催。来年度ファミリー委員顔合わせ。

６．事務局（伊藤事務局長）　（1）第3回定例理事会報告 （2）8月21日（日）SO説明会開催 （3）第三種郵便の件 （4）ダンスイベント
「ダレデモダンス」について （5）2023年度予算方針の件　
７．次回運営委員会　  10月13日（第2木曜日）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 9 月 30 日 現在

新規入会ありがとうございます！ 2022 年 9 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。

　　正会員（個人）： 前田 富美子 様、一柳 育美 様

9月 22 日

9月 26 日

9月 29 日

弁天会

明治安田生命保険相互会社名古屋東支社金鯱営業部

（株）サカキバラコーポレーション

寄付金

寄付金

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



 



 

 



講師
SAMさん

参加無料

2022年

12月4日［日］
14：30～16：00
場
所
名古屋中学校・高等学校体育館
名古屋市東区砂田橋二丁目1番58号
駐車場はありませんので、公共交通機関でお越しください

定
員

150名
アスリート、ファミリー、ボランティア

【主催】公益社団法人スペシャルオリンピックス日本・愛知
【協力】一般社団法人ダレデモダンス

スペシャルオリンピックス（SO）とは
知的障がいがある人たちにスポーツを通じて、社会
参加を促進する、国際的スポーツ組織です。

TRFのSAMさんと一
緒に、ダンス未経験

でも踊れるダレデモダ
ンスを体験しよう！
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みんなでダンス参加申込書
所属団体 紹介者 参加人数

開催概要

会　　場：名古屋中学校・高等学校体育館／名古屋市東区砂田橋二丁目1番58号
対 象 者：SON・愛知に登録しているアスリート、ファミリー、ボランティア
参 加 費：無料
服　　装：動きやすい服、上履き（必須）
申込方法：参加申込書をFAX又は以下の住所に郵送してください（FAX：052-882-5160）
申込締切：2022年11月14日（月）必着　※参加定員150人先着順
申込規約：1.主催者は傷病や紛失、その他の事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を負いません。

2.18歳未満の方は保護者の署名が必要です。
3.イベント出場中の映像・写真・記事等のテレビ・新聞・雑誌・SNS等への掲載権は主催者に属します。
4.主催者は個人情報の保護法令を厳守し、参加者の個人情報を取り扱います。
5.主催者は上記の申込規約の他、開催要項に従って開催します。

注意事項：1.自宅で検温し高熱（37.5℃以上）等体調不良の時は参加を見合わせてください。
受付でも体温を測定します。（非接触体温計使用）

2.イベント中はマスクの着用をお願いします。
3.参加者は各自の責任において健康診断を受けるなどして健康管理に十分注意し、ダンス中に異常を感じ
たら直ちに中止してください。

4.イベント中の撮影および録音（カメラ／携帯／スマート
フォン／タブレットなどの撮影行為）は、禁止とさせていた
だきます。

5.主催者は傷病、手回り品等の事故については責任を負い
かねますので各自で管理してください。

6.ゴミは各自お持ち帰りください。
交通案内：名古屋市営地下鉄名城線「砂田橋」駅3番出口すぐ

名鉄瀬戸線「守山自衛隊前」駅徒歩7分
校内に駐車場はありません

土足禁止

参加者名
フリガナ 〒　　　　－ □アスリート

□ファミリー
□ボランティア電話番号　　　　－　　　　－（保護者：　　　　　　　　） 才

男
・
女

フリガナ 〒　　　　－ □アスリート
□ファミリー
□ボランティア電話番号　　　　－　　　　－（保護者：　　　　　　　　） 才

男
・
女

フリガナ 〒　　　　－ □アスリート
□ファミリー
□ボランティア電話番号　　　　－　　　　－（保護者：　　　　　　　　） 才

男
・
女

フリガナ 〒　　　　－ □アスリート
□ファミリー
□ボランティア電話番号　　　　－　　　　－（保護者：　　　　　　　　） 才

男
・
女

年齢 性別 住　　　所 参加者区分

※スポーツ保険手続きのため、年齢の記入にご協力ください。

公益社団法人スペシャルオリンピックス日本・愛知
電話：052-882-5150 FAX：052-882-5160
〒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
※お問合せは、月・水・木曜日の午後1時から5時になります。
URL：http://www.son-aichi.jp E-mail：soaichi@sage.ocn.ne.jp

お
問
合
せ

※服装のイメージ

★動きやすい服

★上履き
（必ず持ってきてね！）

会場アクセス

地下鉄
名
城
線

御器所

今池

久屋大通

名古屋城名古屋城

金山

名古屋港

大曽根

本山
地下鉄東山線

地下
鉄名
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八事

地下鶴舞線
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上前津

伏見

森山自衛隊前
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線

名古屋駅
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