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第８回スペシャルオリンピックス冬季世界大会・長野10周年記念
2015年第２回スペシャルオリンピックス日本
東海・北信越ブロック冬季ブロック大会 in 長野

日時　2015年１月31日（土）－２月１日（日）　　場所　菅平高原

　７県から選手団157名が参加。アルペンスキー、スノーボード、クロスカントリースキー、スノー
シューイングの４競技をボランティア115名（延べ）にご協力いただき、無事開催いたしました。

　冬季ブロック大会　開催お礼
大会実行委員長　山田　清美　

　「2015年 第２回スペシャルオリンピックス日本東海・北信越ブロック冬季ブロック大会
in 長野」に、多くの皆様にご参加頂き、１月31日～２月１日の２日間、菅平高原を会場に
盛大に開催出来ました事、心より厚く御礼申し上げます。
　2011年に第１回のブロック大会を開催し、その経験を踏まえ計画を進めました。
　菅平高原の関係者の皆様には、度重なる変更や大会実行委員会のお願いに快くご対応いた
だき、大変ありがたく重ねてお礼申し上げます。

　冬の大会運営は天候に大きく左右され、安全な大会運営には多くのボランティアが必要です。大変寒い中、大会
運営に従事してくださった多くのボランティア、ご協力いただきました企業・団体の皆様に心より感謝申し上げます。
　来年新潟県で「冬季ナショナルゲーム」が開催されます。今大会はアスリートにとって大変良い経験になったと、
多くの選手団コーチ、ファミリーからのお言葉をいただきました。改めて大会開催の重要性を感じました。
　皆様、お元気で、また「新潟ナショナルゲーム」でお会いいたしましょう！
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スペシャルオリンピックスとは、知的障がいのある人たちに様々なスポーツトレーニングとその成果の発表の場である競技会を、年間を通じ提供している国際的なスポーツ組織です。
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長野県短期大学生活科学科生活環境専攻1年（当時）　齊藤　千鶴
　スペシャルオリンピックスのボランティアを通して様々なことを学びました。障害者の人たちと関わるのは初め
てだったので最初は接し方に戸惑いを感じました。しかし、私たちに挨拶をしてくれたり、競技の後に「ありがと
う」とお礼を言ってくれてとても嬉しかったです。また、競技中に同じ仲間がくじけていると励ましあって競技を
続行しようと頑張る姿が感動的でとても印象に残りました。競技に対して正面から向かい、一生懸命にやり遂げる
選手たちの姿がとてもかっこよかったです。私も、物事に対して一生懸命に向かう姿を見習わなくては、とも思い
ました。表彰されている選手たち一人一人にメダルかリボンがあり、それをもらっている選手はとても嬉しそうで
この競技のお手伝いができて本当に嬉しかったです。このようなボランティアに参加することで貴重な体験をする
ことができました。この経験をいかし、今後のボランティア活動に役立てていきたいと思います。
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「2014年第６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・福岡」遠征

SON・長野　副理事長　ボウリングコーチ　中村　通
　スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲームにボウリングコーチとして参加さ
せていただきました。夏季ナショナルゲームは大阪に続き2回目の参加でした。普段関わっ
ていないアスリートのコーチということで預ける側も、預かる側も不安一杯の中ではあり
ますが、それを全く苦にしないアスリートの順応の良さと行儀の良さに毎回感心させられ
勉強させて頂いています。セントレア空港までの長時間のバス旅、慣れない飛行機による
移動にもかかわらず一人として大騒ぎするでもなく、統率取れた行動ができることは日頃
の支部活動の中での指導、そしてファミリーのご家庭での教育のすばらしさをあらためて感じさせられます。そぼ
降る雨の中、選手団は福岡の地に無事降り立ちました。ボウリング競技の選手団は福岡県立社会教育総合センター
が宿舎。男性9名、女性2名のアスリートが参加です。部屋に入りまずは荷物整理とベッドメイキング。そして食
事、入浴、就寝となりますが着替え、洗面など日頃の躾の良さを垣間見、誠に驚きました。アスリートには明朝の
予定を細かく伝え、9時ごろ就寝。その後コーチ陣は大沢ヘッドコーチがヘッドコーチミーティングに出席し、そ
の終了後明日の競技についてミーティングですが、すでに11時近くになっており長旅の後でもあり疲れがどっと。
翌日いよいよ競技の始まりです。ボウリング競技は博多スターレーンが会場です。新しく新調した長野県選手団の
ユニフォームですが皆よく似あって格好良かったです。他県のアスリートとの競技ということで若干の緊張あるも
のの無事予選終了。アスリート、コーチとも一安心の瞬間です。昼食後は
選手団ごとの自己紹介時間、アスリートを代表して宮本さんが立派な挨拶
をしてくれました。夜は学生ボランティアと一緒にストレッチ！日頃のプ
ログラムにも取り入れる必要がありそうです。翌朝も皆元気一杯、メダル
を取るぞーと勇ましく決勝会場へ。皆ベストを尽くした結果すばらしい成
績を挙げてくれました。メダルを取った人、入賞した人皆輝いていました。
３日間アスリートの皆さんと寝食を共にさせてい
ただき、すばらしい時間を共有でき、ありがとう
ございました。スペシャルオリンピックスは日常
のプログラムがメインではありますが、醍醐味は
世界大会、ナショナルゲームといった大きな大会
に出場することでしょう。今後も多くのアスリー
トが大会に参加し、すばら
しい体験ができるよう支部
活動を活発にしていきたい
と思います。参加された皆
さんお疲れ様でした。

　水泳競技、陸上競技、ゴルフ、テニス、ボウリングの５競技に44名を派遣しました。
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　2015年２月22日（日）午後２時より３時まで、長野市
生涯学習センター学習室３にて、2015年度通常総会が開催
されました。

　　議題	 1.	2014年度事業報告承認の件
　　	 2.	2014年度活動計算書承認の件
　　	 3.	2015年度事業計画承認の件
　　	 4.	2015年度活動予算書承認の件

　上記議題は、全会一致で承認されましたので、ご報告いた
します。
　役員のご紹介：右の一覧表のとおりです。
　なお、退任は副理事長 若林紀美子様、理事 宮沢忠雄様、理事 宮下和彦様、理事 山田清美様の４名です。

役員一覧

理 事 長 伊 澤 喜 久 子
副 理 事 長 中 村 　　 通
理　　 事 綿 貫　 隆 夫
理　　 事 竹 村　 幸 則
理　　 事 杉 本　 幸 治
理　　 事 山 崎　 典 久
理　　 事 宮 下 　　 智
理　　 事 小 山 　　 明
理　　 事 伊 東　 宏 晃
理　　 事 渡 邉 　　 務
理　　 事 山 本　 杉 樹
監　　 事 柴 田　 博 康
監　　 事 内 村　 孝 英

SON・長野　理事・運営委員長　渡邉　務
　日頃は、スペシャルオリンピックスの活動に御理
解と御協力を頂き、厚く御礼申し上げます。
　我がSON・長野だけに留まらず、スペシャルオ
リンピックス日本全体も過渡期に差し掛かっている
ことは、皆さん御承知の事と思います。
　昨年来、SONも厚生労働省から文部科学省に移
管された事も踏まえ、スポーツ活動を通じて福祉活
動ではなく、あらゆるお立場の方を巻き込んだムー
ブメントと成り得る人材育成を前提に、SO本来の
ものにご理解を深めて頂く為にはどうしたらいいの
か？様々な地域の方々のご意見を参考に承りながら
スペシャルオリンピックス日本・長野がより一丸と
なる為のお手伝いをしてまいりたいと思います。
　宜しく御願い致します。

新任理事ご挨拶
　SON・長野　理事・スポーツプログラム委員長

　山本　杉樹
　今年度より理事となりました。併せて、スポーツ
プログラム委員長にもなりました。
　理事として、SP委員長として、スペシャルオリ
ンピックスを更に広めていくために、日常プログラ
ムの活性化が必要と感じています。そのために、県
内の各支部のプログラムの実態・問題点の把握をし、
運営委員会などで改善を図っていきたいと考えま
す。
　また、アスリート、ファミリー、コーチ、ボランティ
アの一人一人が、一人以上に声をかけていただけれ
ば、少しでも広がっていくと思われます。このよう
な地道な活動を私も行っていきたいと思います。
　ご協力よろしくお願いいたします。

2015年度通常総会報告
―社員の皆さまへ―
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　色えんぴつ26号後、2015年３月末現在の実績ですが、万が一記載漏れがありましたらお許しください。

セイコーエプソン株式会社 富士ゼロックス長野株式会社 JA長野県グループ 株式会社サーキットデザイン
信濃毎日新聞社 ホクト株式会社 長野大学後援会 信州ふるさと便
丸美屋食品工業株式会社 株式会社ティアマリア 国際ソロプチミスト長野 国際ソロプチミスト長野ｰみすず
国際ソロプチミスト佐久 ミズノ株式会社 タヤマスポーツ株式会社 小諸社会福祉協議会
菅平高原観光協会 菅平高原旅館組合 菅平奥ダボススノーパーク サニアパーク菅平
菅平高原スキークラブ 上田スキークラブ 一般財団法人東京都スキー連盟 上田支部ファミリー会

税理士法人小山会計 株式会社三九 有限会社かいご家 株式会社ブレスカンパニー
石原恵美子 秋山　徳行 藤野みさ子 山形　和子 佐納美和子 佐藤三枝子 及木　道隆 河野千加子
小田中美果 大矢　直子 塚原美恵子 長谷川恭子 小林　敏子 原　　公隆 熊谷理恵子 黒沢　俊典
若麻績享則 栗内　公人 福士美奈子 若林　恵子 池田喜美子 市川由紀子 東城　幸子 大淵　勝代
和田　英世 内村　孝英 竹内　菊江 宮下　光子 市川　孝子 湯浅　優子 牛山　邦夫 牛山キノエ
宮坂　和代 伊澤喜久子 太田かおり

若麻績享則 高橋　聖明 綿貫　隆夫 柴田　博康 伊澤喜久子 太田かおり 諸橋　賢二 樋口健太郎
竹村　幸則 土屋龍一郎 畑　信太郎 両角　久美 宮林　栄一 吉田由美子 監物　直美 伊藤紫一郎
中村　　通 関　　豊春 宮下　和彦 伊藤　成二 山田　清美 山本　杉樹 小山　　明 小出　郁子
宮沢　忠雄 植松美千代 土屋　達夫 山崎　典久 杉本　幸治 宮澤　政男 中村　晴文 小口　明人
渡邉　　務 伊東　宏晃 内村　孝英 宮下　　智

長野支部
山浦さおり 井上　友博 井上　文子 小出　寛子 小出　郁子 赤沼　大地 赤沼　伸一 山口　逸代
吉田　空未 吉田由美子 山口　健司 山本　静代 大井　大輔 久保田　寛 久保田澄子 丸山　信子
小山　海斗 小山　　香 小山　　明 花岡　大吾 花岡　千生 池本　夏綺 池本　昭子 金山　幸信
山浦　昭男 山浦　　諒 長坂　尚武 長坂　圭子 山川ゆかり 和﨑　愛実 和﨑　綾子 杉山　幹夫
中村　文昭 中村千寿子 田村さおり 田村　賢治 宮林　　功 宮林　裕子 稲本　伶音 稲本　正幸
本堂　敬佑 本堂　　敬 山岸　義徳 山岸　春江 山岸　一徳 磯田　史豊 磯田　光司 田中　允人
佐藤　和秀 宮澤　幸博 宮澤　　淳 丸山　祥太 丸山　正祥 竹内　和茂 竹内三枝子 竹内　忠雄
田丸　明衣 田丸　美佳 中村　美穂 中村　裕香 高橋　正幸 高橋美枝子 宮澤左知子 春原　　翔
春原　紀子 横谷　梨央 横谷　徳子

上田支部
渡邉　　悟 堀内　拓海 堀内　美枝 中川　　真 芹沢　雄一 芹沢　広美 栁沢　　匠 栁沢　　亮
泉田　裕香 泉田　裕章 大塚　歩夢 大塚　史緒 大日方　剛 大日方由美子 笠原　正人 笠原　恵子
北沢　真吾 北沢美智江 木下　翔太　 木下　優子　 甲田　智美 甲田　文代 甲田　靖典 甲田　令子
小林　健志 小林　寿子 小林　隆志 小林千恵子 澤山　　俊 澤山千恵子 春原　弘子 春原　歳子
関　　智徳 芹沢　雄一 芹沢すみ子 高橋　一生 高橋　美恵 高寺　隆浩 高寺　徹夫 高橋　君則
高橋　奈月 高橋　幸枝 竹花　和磨 竹花　好子 竹花　幸宏 竹花　節子 中川　　真 中村　文茂
中村のり子 中村みどり 中村　福江 平野　元章 堀内　拓海 堀内　美枝 曲尾　徳幸 曲尾　ヤエ
増田ゆかり 松下　雄也 松下　則子 水沢　　準 水沢　朝子 八重澤裕治 八重澤きみ子 矢部　　直
矢部　繁晴 柳澤　　匠 柳澤　智子 山崎健太朗 山崎　恵子 山崎　拓真 山崎　文枝 渡邉　　悟
渡辺　文博 渡辺三恵子 赤羽　聡子 大澤　哲夫 尾島　信子 芹澤　優一 武田　彩音 南波　美幸
宮下　光子 森　　恵美 渡辺　康子 中村　　哲 倉島紗弥香 若林　巧士 大澤　真歩 大澤　皓成

軽井沢支部
金杉陽一郎 金杉　恭三 石塚　　賢 内堀　　遼 荻原　淳一 荻原　秋代 工藤　　恵 工藤　康子
佐藤　裕介 佐藤かづみ 芝田　　康 芝田　竹男 中田　裕美 中田たか子 南沢伸太郎 南沢　明子
宮本　安紀 宮本久美子 村田　吉見 横田　権利 横田　呂美 岩井　竜太 岡本　広生 春日　俊彦
加藤すみ子 加藤　三子 小林　利郎 沢野　正三 志村今朝文 下島　敏美 谷川みち子 鳴沢　嘉彦
羽柴冨久美 平林　和一 丸山　智之 丸山　善彦 荒木　武貴 行田　伸一 小須田健児 小松　紀男
市村　直樹 原田　　修 由井　寿機 西澤　秀子 西　　恂子 中山カヲル 上原　達男 遠藤　正幸
小西　　等

皆さまのご支援・ご協力に感謝いたします

  寄付・協賛・協力企業、団体、個人 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　　（敬称略・順不同）

  賛助会員 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                      　（敬称略・順不同）

  社　　員 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                      　（敬称略・順不同）
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○2015年スペシャルオリンピックス夏季世界大会・ロサンゼルス　遠征
（日本選手団118名）

　2015年７月25日～８月２日
　長野県選手団　４名派遣（水泳競技・ユニファイドボウリング）
　参考） 参加者：177 ヶ国・地域より540,000名（予定）
　　　　アスリート：7,000名　  コーチ・役員：3,000名　　競技役員・ボランティア：30,000名
　　　　観客：500,000名

○2015年第２回スペシャルオリンピックス日本
　全国バスケットボール大会　遠征

　2015年９月18日（金）－ 20日（日）　　長野県選手団１チーム（予定）派遣

○2015年東海・北信越ブロック夏季ブロック大会in愛知　遠征
　2015年10月31日（土）－ 11月１日（日）　　長野県選手団90名（予定）派遣

佐久支部
東城　　雅 東城　理子 堀内　萌花 堀内　智美 木村　景二 菊池　義彰 菊池　昭雄 森泉　　仁
市川　輝海 中村　育弘 高見澤　良 高見澤雅人 添田麻里子 土屋　悠士 森下あゆみ 石川　　武
石川　祥平 森泉　花菜 森泉　貞雄 小林　美香 小林　　茂 関　　愛莉 関　　明彦 古越　健太
古越　芳子 大塚　隆史 大塚　悠平 小宮山知世 小宮山孝江 成沢　伊織 成沢　一郎 三木ヒカル
三木　佳国 柴田　知子 小山さち子 中沢　朝幸 楜沢　静江 巴　　芳江 巴　　将也

松本支部
神田　　章 松崎佳雅里 松崎　　誠 松澤　和絵 松本　英子 赤羽美加恵 大槻久見子 松平　裕介
矢口　貴久 小林　貴大 小林真利子 増田　貴幸 増田　　正 西片　亮史 倉田　禎寛 倉田　信子
後藤由香里 畑　　遼一 畑　信太郎 下條　大介 下條　孝一 小松　正和 小松　陽子

諏訪支部
原田　年子 名取　香織 名取　琥珀 伊藤　　謙 伊藤　裕子 伊藤　楓華 小坂　泰夫 大塚　晃平
大塚　恵子 宮坂　和昭 坂野　圭祐 坂野　洋子 宮尾　　旭 宮尾　和裕 今井みらい 今井　一博

いほく支部
森本　雄気　 森本理恵子 伊東　久子 伊東　裕二 花井　　良 花井　祐子 大崎　克哉 大崎やゑ子
小島　政寿 小島　徳二 柴宮　翔太 柴宮　青子 米山　　豊 関口さとみ

いいだ支部
南原苑

今後の予定

認証状授与式
３月28日（土）

「公益財団法人スペシャルオリンピックス日本
2015年度地区連絡協議会」にて、
伊澤理事長が三井嬉子会長より認証状を
いただきましたのでご報告いたします。


