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　「2017年スペシャルオリンピックス冬季世界大会・オーストリア」（日
本選手団81名）へ、スペシャルオリンピックス日本・長野から、アスリー
ト4名〔石塚賢さん（アルペンスキー）、宮本安紀さん（アルペンスキー）、
田中允人さん（スノーボード）、工藤恵さん（スノーシューイング）〕、コー
チ2名〔春原紀子さん（アルペンスキー）、植松美千代さん（ショートトラッ
クスピードスケート）〕を派遣しました。
　海外選手団と競い合い、世界の舞台で力一杯、練習の成果を発揮し、大
きく成長して帰ってきました。
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News Letter

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。

競技リザルト
石塚　賢さん アルペンスキー初級ジャイアントスラローム DIV6 01:30.62 ３位

宮本安紀さん
アルペンスキー初級スラローム DIV4 01:12.95 ２位
アルペンスキー初級ジャイアントスラローム DIV5 01:16.99 ４位

田中允人さん
スノーボード上級ジャイアントスラローム DIV3 02:21.30 １位
スノーボード上級スラローム DIV2 01:42.21 ２位

工藤　恵さん

スノーシューイング　100M DIV10 00:26.48 ２位
　　　　　　　　　　200M DVS.17 01:11.00 １位
　　　　　　　　　　４×100Mリレー DIV2 02:11.10 ４位
　　　　　　　　　　ユニファイドリレー ２位

　出発前には、田中允人さんが飯田市を、石塚賢さん、宮本安紀さん、工藤恵さんが軽井沢町を表敬訪問し大会への抱負
を表明しました。また、帰国後は、アスリート、コーチ全員で県を表敬訪問し、大会の結果を報告しました。表敬訪問

金メダル２個 銀メダル４個 銅メダル１個 獲得！
　　　　　　　　　応援ありがとうございました。

2017年スペシャルオリンピックス冬季世界大会・オーストリア (2017年3月14日―25日)
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　私と和紀のスペシャルオリンピック
スとの出会いは、2016年に新潟で開催
された冬季ナショナルゲームの様子を
ニュースで見たことからでした。和紀
は、スノーボードが大好きで、私と私の
スノーボード仲間と一緒に滑っていま
すが、和紀自身の仲間と一緒の滑る環境
がないものかと、以前からいろいろ探し
ていました。そのような中で、テレビで
の大会の様子の放映。思わず「これだ！」
という気持ちになりました。しかし、現
実的なこととして、和紀は、重度の聴覚
障害と重度の知的障害があり、また、右
目は半分しか視野がありません。コーチ
からの指示も音声言語での理解は難し
く、他のアスリートと一緒に活動ができ
るのか、正直なところ不安でした。です
が、悩んでいても始まりません。まずは、
参加してから考えることにしました。
　スペシャルオリンピックス日本の事
務局に問い合わせたところ、スノーボー
ドのプログラムを開催している地区は、
近隣では長野と新潟との答えがありま
した。私と和紀は、埼玉に住んでいます。
いつも滑っている群馬や山梨からは、距離もあり、定期的に通え
るか心配な面もありましたが、私からの問い合わせについて、積
極的なお話がいただけた長野への参加を決めました。
　昨シーズンは、前半の雪不足もあり、プログラムの開催期間は
３か月でした。ですが、シーズンを通じて、和紀なりに他のアス
リートの存在を意識し、少しずつ打ち解けてきたと思います。そ
して、スノーボード仲間として意識し、また、ライバルとして
競争心も芽生えてきました。今までは、好き勝手に自分のやりた

いように滑っていた和紀でしたが、他
のアスリートの滑りに刺激され、滑り
にも変化が出てきました。この変化は、
私も私のスノーボード仲間もビックリ
するほどした。和紀にとって、「仲間」
の存在は、とても大切なものであるこ
とを改めて実感することができました。
　一方、私の方は、和紀の参加を機に
スノーボードのボランティアコーチと
して参加をさせていただきました。そ
れまでは、NPO法人全日本聴覚障害
スキー指導員会が開催するデフわんぱ
くスノーボード教室のスタッフとして、
聴覚障害児にスノーボードを教えてき
ました。その時のレッスンの経験を生
かしつつ、新たな気持ちでレッスンに
取り組ませていただきました。アス
リートの技術を的確に把握すると共に、
理解しやすいように工夫したレッスン
を行うことで、ステップアップに繋げ
ていけたら
と思ってい
ます。
　私は、デ

フわんぱくスノーボード教室の時に、
毎回、必ず受講生に言ってきた言葉が
あります。ボランティアコーチとして
在籍している間は、この言葉を長野の
スノーボードアスリート達にも言い続
けていきたいと思います。「スノーボー
ドを楽しもう！」

アスリート　保坂  和紀 さん
ファミリー　保坂  修次 さん

SON･長野との出会い

  が
んばれ！　アスリート

  が
んばれ！　アスリートVol.2

結団式	 ドキドキと興奮の中「自分の名前」をドリームサポーターの小塚さんに読みあげられました。
14日	 	あまり寝れない中、朝食を食べて、昼前に飛行機へ搭乗し飛行機の最後尾にかたまって、いざロンドンへ！
	 	11時間飛行機で過ごし、着陸前に少し揺れて周りが騒ぎ、落ち着くように声をかけて無事着陸し、ロンドンで3時間過ごしたのち乗

り換えてグラーツへ。到着時、現地時間22時半過ぎていた。ウィーンの宿へ23時半に夕食を食べて寝るが眠れない。
	 	朝が来て「ホストタウンプログラム」へ、大学を見学して昼食へ。日本の雪上と氷上に分かれて「ゆうえんち」で４つのアトラクショ

ンで遊んで夕方16時半に集まり宿へ。
17日	 市長さんに挨拶に行き、昼食を食べてシュラトミングに移動して宿へ。
18日	 ルームメイトの予選と開会式。あいにくの雨の中カッパを着ての整列、盛大に行われた。
19日	 決勝の仲間の応援。昨日からの雨で雪は最悪な状態だった。チームに最初の金メダルがもたらされ、みんな好調なスタート。
20日	 表彰式の後に全員予選を滑り、明日へ。
21日	 ジャイアントスラロームの決勝、天気は晴れ、1本目うまく滑れた。2本目もうまく滑れた。
	 一番に滑り、あと4人の滑りを見ながら待つ、緊張した。まわりが騒いでいる。
	 順位はまだわからない。最後の１人の滑りが終わりチーム２つ目の金メダルを獲得した。
	 すごくうれしかった！仲間と健闘をたたえあった。
22日	 表彰式。
	 まだ実感がなく表彰台へ。緊張していて顔がこわ張る。写真を撮るところで仲間と喜び、すご
	 くうれしかった。そのまま予選会場へ。
	 スラローム・インスペでポールの確認。予選１本目うまく滑れた。２本目も転ばずに滑れた。
	 楽しかった。
	 昼食へ、14時半を回る時間だった。
23日	 決勝の日。
	 緊張もあり、あまり眠れていない。
	 	１本目48秒台、2本目53秒台でした。一番の滑りで2本目の途中で転んでしまった

が、すぐにたてなおすことができた。タイム差で2位に。悔しかったが嬉しくもあっ
た。チーム全員がメダルを取れてよかった。

	 楽しい時間が過ごせた。
24日	 表彰式と閉会式へ。
	 この7人でスノーボードチームが組めた事が、嬉しかったと思います。

　軽井沢国際女子テニス大会2017の開催にあわせ、「合宿＆プロ選手によるクリニック」を行い
ました。アスリート、コーチもプロ選手からレッスンを受けられるとあって、毎年楽しみにしてい
る企画です。長野・軽井沢のプログラムが集まり１泊２日、親睦を深めました。

　「オーストリア世界大会にショートトラックスピードスケートのコーチとして、参加してきました。
スケートでの長野県からのアスリートは、居なくて関東の4名を引率しました。
　オーストリアは、北海道位の大きさで、氷上と雪上の会場は、2時間ほど離れていました(開会式が雪
上のシュラートミングで、閉会式が氷上のグラーツ)。時差に慣れるため日本選手団は、3日間ウィーン
に滞在して、観光や市役所からの歓迎レセプションに招待されて、ウィーンに滞在している各国のアス
リートと立食パーティーがありました。市役所といっても宮殿。良い体験をしました。
　氷上のグラーツに入り、いよいよレースです。予選・決勝で1週間の日程でした。言葉は、ドイツ圏
でしたが、大会では、共通語の英語でした。英語もあまり分からない私はコーチミーティング等とても
不安でしたが、アスリートはバッチ交換や出会った人達にも気軽に言葉(日本語)をかけていて、コミュニケーションは、言葉だけでなく、フィー
リングなんだなぁ！と改めて感じ、アスリートのたくましさを感じました。
　大会が1週間と長い中、予選から決勝まで空いてしまったアスリートは、みんながどんどんメダルを採るのに焦りを感じ、精神的にまいり胃
が悪くなる事態に、コーチとして消化の良い物を選ぶなど食事やメンタル面で気を使いましたが、決勝では自分の実力以上を出して、この世
界大会が良い想い出となり、やり切ったことに自信をもって、心が一回り大きくなって帰国しました。
　全体的な感想は、全く知らない海外の地で、生活するだけでもアスリートは大きく成長します。プラス、満足いくレースをした時、自分へ
の自信が付き一段と人間として成長していきました。
　世界大会に行かれるのは、ほんのわずかですが、是非挑戦してほしいです。私もコーチとして、本番でいかに力を出し切ることができるか
やメンタル面のケアで凄く勉強になりました。
　日本や長野のスタッフ、関係者やファミリーに支えられ、今回は病人やケガ人も無く無事参加できたことを感謝します。

 冬季世界大会・オーストリア　遠征の感想
スノーボード　アスリート　田中　允人　

 冬季世界大会・オーストリアに参加して
ショートトラックスピードスケートコーチ　植松　美千代　 テニスプログラム合同合宿（2017年5月20日―21日）
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　　　　2017年6月24日（土）　7月2日（日）　8月26日（土）　9月18日（月・祝）
　　　　6月24日　 長野運動公園総合運動場　陸上競技場／北部ス

ポーツ・レクリエーションパーク　テニスコー
ト／長野市豊野体育館　

　　　　7月  2日　軽井沢町軽井沢プリンスボウル　
　　　　8月26日　茅野市立北部中学校
　　　　9月18日　軽井沢町和美ゴルフ練習場

 「2017年第4回スペシャルオリンピックス日本・長野　夏季地区大会」開催
　　　2017 Special Olympics Nippon Nagano Regional Games

ノンガターレーン
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 合計 順位

上原　共賀 うえはら　きょうが M NG 301 1
山崎　敬弘 やまざき　たかひろ M 19 NG 257 2
山崎紗矢香 やまざき　さやか F 18 NG 235 3
古越　健太 ふるこし　けんた M 30 NG 233 4
加藤すみ子 かとう　すみこ F 59 NG 203 5

女子　ディビジョン１
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 合計 順位

伊藤志保美 いとう　しほみ F 40 F1 393 1
中田　裕美 なかだ　ひろみ F 33 F1 377 2

女子　ディビジョン２
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 合計 順位

森泉　花菜 もりいずみ　かな F 20 F2 304 1
田村さおり たむら　さおり F 29 F2 295 2
宮本　安紀 みやもと　あき F 26 F2 262 3
三木ヒカル みき　ひかる F 15 F2 253 4
羽柴富久美 はしば　ふくみ F 64 F2 237 5
小林　美香 こばやし　みか F 24 F2 216 6

男子　ディビジョン１
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 合計 順位

笠原　正人 かさはら　まさと M 40 M1 193 1
本堂　敬佑 ほんどう　けいすけ M 21 M1 144 2

男子　ディビジョン２
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 合計 順位

志村今朝文 しむら　けさふみ M 65 M2 239 1
北沢　真吾 きたざわ　しんご M 20 M2 216 2

男子　ディビジョン３
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 合計 順位

村木　　功 むらき　いさお M 52 M3 310 1
成澤　伊織 なるさわ　いおり M 22 M3 292 2
山口　健司 やまぐち　たけし M 29 M3 269 3
髙橋　正幸 たかはし　まさゆき M 27 M3 228 4
井出　光男 いで　みつお M 55 M3 216 5

男子　ディビジョン４
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 合計 順位

小林　利郎 こばやし　としろう M 77 M4 354 1
沢野　正三 さわの　まさみ M 42 M4 304 2
大塚　悠平 おおつか　ゆうへい M 24 M4 264 3
鳴澤　嘉彦 なるさわ　よしひこ M 44 M4 246 4

男子　ディビジョン５
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 合計 順位

甲田　靖典 こうだ　やすのり M 21 M5 349 1
小林　健志 こばやし　けんじ M 30 M5 347 2
竹花　幸宏 たけはな　ゆきひろ M 33 M5 303 3
堀内　拓海 ほりうち　たくみ M 17 M5 269 4

男子　ディビジョン６
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 合計 順位

磯田　光司 いそだ　こうじ M 24 M6 471 1
長坂　尚武 ながさか　なおたけ M 46 M6 432 2
木下　翔太 きのした　しょうた M 21 M6 421 3
宮澤　幸博 みやざわ　ゆきひろ M 39 M6 346 4
大日方　剛 おびなた　つよし M 38 M6 332 5
高寺　隆浩 たかてら　たかひろ M 42 M6 328 6

男子　ディビジョン７
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 合計 順位

久保田　寛 くぼた　ひろし M 35 M7 597 1
山崎　拓真 やまざき　たくま M 35 M7 542 2
渡邊　文博 わたなべ　ふみひろ M 38 M7 450 3
勝俣　　彰 かつまた　あきら M 24 M7 365 4

アキュラシー　5m　ディビジョン１
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 記録 順位

春日　俊彦 かすが　としひこ M 2 5m D1 4 1
佐藤　裕介 さとう　ゆうすけ M 1 5m D1 3 2

アキュラシー　5m　ディビジョン２
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 記録 順位

谷川みち子 たにがわ　みちこ 69 5 5m D2 10 1
加藤すみ子 かとう　すみこ 59 2 5m D2 1 2

アキュラシー　5m　ディビジョン３
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 記録 順位

志村今朝文 しむら　けさふみ M 65 5m D3 7 1
丸山　善彦 まるやま　よしひこ M 58 5m D3 6 2
村木　　功 むらき　いさお M 52 5m D3 1 3

アキュラシー　5m　ディビジョン４
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 記録 順位

内堀　　遼 うちぼり　りょう M 27 5m D4 10 1
沢野　正三 さわの　まさみ M 42 5m D4 5 2
荻原　淳一 おぎはら　じゅんいち M 29 5m D4 2 3

ディスタンス　ディビジョン１
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 採用記録 順位

春日　俊彦 かすが　としひこ M 56 D1 15.38 1
佐藤　裕介 さとう　ゆうすけ M 30 D1 10.75 2

ディスタンス　ディビジョン２
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 採用記録 順位

谷川みち子 たにがわ　みちこ F 69 D2 13.58 1
加藤すみ子 かとう　すみこ F 59 D2 9.36 2

ディスタンス　ディビジョン３
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 採用記録 順位

丸山　善彦 まるやま　よしひこ M 58 D3 19.78 1
志村今朝文 しむら　けさふみ M 65 D3 14.59 2
村木　　功 むらき　いさお M 52 D3 14.47 3

ディスタンス　ディビジョン４
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 採用記録 順位

内堀　　遼 うちぼり　りょう M 27 D4 38 1
沢野　正三 さわの　まさみ M 42 D4 37.83 2
荻原　淳一 おぎはら　じゅんいち M 29 D4 17.21 3

陸上　100m　ディビジョン１
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 記録 順位

井上　友博 いのうえ　ともひろ M 25 D1 13"00 1

陸上　100m　ディビジョン２
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 記録 順位

岩井　竜太 いわい　りゅうた M 31 D2 14"22 1
中村　文昭 なかむら　ふみあき M 26 D2 27"44 2

陸上　100m　ディビジョン３
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 記録 順位

岡村　広生 おかむら　ひろお M 49 D3 16"28 1
鳴沢　嘉彦 なるさわ　よしひこ M 45 D3 16"99 2
宮林　　功 みやばやし　いさお M 41 D3 27"89 3

陸上　100m　ディビジョン４
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 記録 順位

田丸　明衣 たまる　めい F 24 D4 18"86 1

陸上　100m　ディビジョン５
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 記録 順位

千葉　里香 ちばりか F 47 D5 20"89 1
工藤　　恵 くどう　めぐみ F 34 D5 21"77 2

陸上　200m　ディビジョン１
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 記録 順位

岩井　竜太 いわい　りゅうた M 31 D1 32"05 1

陸上　200m　ディビジョン2
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 記録 順位

田丸　明衣 たまる　めい F 24 D2 41"03 1

陸上　1500m　（ディビジョン１）
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 記録 順位

東城　　雅 とうじょう　まさし M 19 D1 5'39"80 1

ソフトボール投げ　ディビジョン１
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 記録 記録 記録 順位

中村　文昭 なかむら　ふみあき M 26 D1 2.21 1.65 3.51 1

ソフトボール投げ　ディビジョン2
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 記録 記録 記録 順位

宮林　　功 みやばやし　いさお M 41 D2 8.03 11.15 11.78 1

立ち幅跳び（ディビジョン１）
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 記録 記録 記録 順位

千葉　里香 ちば　りか F 47 D1 1.42 1.44 1.43 1

走り幅跳び　男子ディビジョン１
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 記録 記録 記録 順位

井上　友博 いのうえ　ともひろ M 25 M-D1 4.43 4.71 4.68 1

走り幅跳び　男子ディビジョン２
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 記録 記録 記録 順位

岡村　広生 おかむら　ひろお M 49 M-D2 3.19 3.38 3.12 1

走り幅跳び　女子ディビジョン１
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 記録 記録 記録 順位

工藤　　恵 くどう　めぐみ F 34 F-D1 2.13 2.37 2.46 1

砲丸投げ（ディビジョン１）
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 記録 記録 記録 順位

中田　裕美 なかだ　ひろみ F 33 D1 10.55 10.51 10.42 1

個人技能競技　ディビジョン１
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 記録 順位

村田　吉見 むらた　よしみ M 63 D1 180 1

個人技能競技　ディビジョン２
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 記録 順位

横谷　梨央 よこや　りお F 21 D2 410 1

個人技能競技　ディビジョン３
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 記録 順位

小出　寛子 こいで　ひろこ F 31 D3 230 1
吉田　空未 よしだ　たかみ F 31 D3 150 2

シングルス　ディビジョン１
氏名 ふりがな 性別 年令 順位

丸山　祥太 まるやま　しょうた M 22 1
田中　允人 たなか　まさひと M 35 2
丸山　智之 まるやま　ちゆき M 61 3

シングルス　ディビジョン２
氏名 ふりがな 性別 年令 順位

赤沼　大地 あかぬま　だいち M 22 1
平林　和一 ひらばやし　わいち M 57 2
花岡　大吾 はなおか　だいご M 29 3

シングルス　ディビジョン３
氏名 ふりがな 性別 年令 順位

中村　美穂 なかむら　みほ F 22 1
和﨑　愛実 わさき　まなみ F 18 2

シングルス　ディビジョン４
氏名 ふりがな 性別 年令 順位

宮本　安紀 みやもと　あき F 28 1

  ボウリング　結果 

  フライングディスク　結果     陸上競技　結果  

  テニス　結果 

個人技能競技　ディビジョン１
氏名 ふりがな 性別 年令 Div 記録 順位

松下　雄也 まつした　ゆうや M 27 D1 61 1
曲尾　徳幸 まがりお　のりゆき M 47 D1 56 2

チーム競技　ディビジョン１
チーム名 長野スターズ 富山 新潟 順位

長野スターズ ○34-17 ○49-11 1
富山イエローファイターズ ×17-34 ○48-25 2
新潟レッドファイターズ ×11-49 ×25-48 3

チーム競技　ディビジョン２
チーム名 長野ホープB 長野ホープA 順位

長野ホープB ○16-6 1
長野ホープA ×6-16 2

  バスケットボール　結果  

場　所
開催日

　夏季競技7競技（陸上競技、フライングディスク、テニス、バスケッ
トボール、ボウリング、水泳競技、ゴルフ）の練習の成果を発揮し、来
年のナショナルゲーム・愛知へのエントリー条件ともなる夏季地区大会。
会場の都合等により、日にちを変えて開催しています。
　今号では、6月24日と7月2日の大会の様子をお伝えします。
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　支援自販機設置のご協力、ありがとうございます！
　新たに、昭和電工株式会社様、長野大学生活協同組合様に設置していただきました。

　昭和電工㈱塩尻事業所は、グループ経営理念「私
たちは社会的に有用かつ安全で、お客様の期待に
応える製品・サービスの提供により企業価値を高
め、株主に満足いただくとともに、国際社会の一員
としての責任を果たし、その健全な発展に貢献しま
す」に則り、この度、ダイドードリンコ様の自動販
売機経由で公益社団法人スペシャルオリンピックス
日本・長野様に募金できる自動販売機を設置しまし
た。
　従業員や取引先の方が自動販売機でコーヒーや
ジュースを購入することで、売上金の一部が公益社

団法人スペシャルオリンピックス日本・長野様に募
金されるシステムで、多額の募金はできませんが、
知的障がいのある人たちの活動を少しでも支えられ
るように10年20年と継続的に社会貢献を図ってい
きます。
　また、当社ではアルミ缶リサイクル活動に取り組
んでいます。自動販売機で購入したアルミ缶を集め
て、収益金を塩尻市内の小中学校へ物品で寄贈して
います。
　当社グループ社員一人ひとりの心に根付いたCSR
活動により、社会的責任を果たし、社会や人々の願
いや夢をわれわれの力で一つでも多く実現し、豊か
さと持続性が調和する社会の創造に貢献してまいり
ます。

昭和電工株式会社	
塩尻事業所	総務部　

小口　智巳  様

認証状授与式

土屋達夫 氏
「平成28年度 長野県障がい者
スポーツ協会 功労賞」受賞！

　スペシャルオリンピッ
クス日本の全国会議で、
有森裕子理事長から伊澤
理事長に認証状が交付さ
れました。

　軽井沢にある社会福祉法人育護会浅間学園の施設長であ
り、長年、スペシャルオリンピックス日本・長野でコーチ
としてご支援・ご協力いただいている土屋達夫さんが、こ
の度、その功績により、「長野県障がい者スポーツ協会	功
労賞」　を受賞しました。SOでは、冬季・夏季8競技の認定
コーチを取得して活躍中です。おめでとうございます！

(2017年3月)

（2017年4月8日）

　SON・宮城の佐藤トレー
ナーをお呼びして、小雨
模様の中、10数名のコー
チが参加しました。

　こんにちは、陸上プログラム競技部
長の遠藤と申します。新年度のプログ
ラムも始まり、ようやく身体も少しず
つ慣れてきたところです。新アスリート
の加入もあり１年を通して、心の健康・
体力の向上を図っていきたいと思いま
す。陸上プログラムは長野と軽井沢で
やっています。軽井沢プログラムでは、
佐久市のアスリートと一緒に軽井沢中
部小学校の校庭を主に使用し、佐久市
の総合運動公園陸上競技場でも日曜日
の午後に練習しています。長野プログ
ラムでは、コーチに若くて明るい住澤
さん、片平さんの２名が加入し活発な
プログラムが期待できます。地区大会、
全国大会に向けてアスリートが一層良
い成績が出せるようコーチ、ファミリー
と共に頑張っていきたいと思います。

新人コーチが入り、パワーアップした陸上競技プログラム。
佐久市総合運動場と、長野市サンアップルでプログラムを行っています。
ぜひご参加ください。

陸上競技コーチクリニック（2017年6月10日）

遠藤　正幸　さん
　この度、スペシャルオリン
ピックス日本・長野の陸上競技
プログラムを担当させていただ
く片平大地です。
　私自身、陸上競技は中学生か
ら始めて、今でも現役で競技を
しています。種目はずっと走高
跳をやっており、最近になって
三段跳を始めました。今回ご縁
があってコーチのお誘いをいた
だけたので、アスリートの方々
に陸上競技の魅力を少しでも伝
えられたらと思います。また活
動全体を盛り上げていけるよう
に頑張っていきたいと思います。
　至らない点も多々あると思い
ますが、どうぞ宜しくお願い致
します。

片平　大地　さん
　陸上プログラムのボランティアコーチとして、活動
させていただくことになりました住澤祐樹です。ス
ポーツ歴としては学生時代に水泳・陸上・サッカーを
していましたが、専門競技はリュージュとソリ競技で
す。仕事はいなりやま福祉会の満天の星（就労支援Ｂ
型）という施設で支援員をしています。
　リュージュは13歳から31歳まで選手として活動し
ていました。高校2年からナショナルチームとして、
海外遠征に出始めて、ワールドカップや世界選手権
を経験しました。現在はリュージュ競技のコーチとし
て、全日本チーム副強化部長と長野県チームの強化部
長を務めています。また長野県のＳＷＡＮプロジェク
ト（ユースエリート発掘育成事業）で育成部会員も務
めています。
　今回はサッカーコーチの三橋君から話を聞き、参加
させていただくことになりました。微力ではございま
すが、多くの皆さんと一緒に活動できることを楽しみ
にしています。陸上プログラムでお待ちしております。

住澤　祐樹　さん

陸上競技プログラム

アスリート集まれ！

ラッピング自販機第１号
（長野大学生活協同組合様）
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　支援自販機設置のご協力、ありがとうございます！
　新たに、昭和電工株式会社様、長野大学生活協同組合様に設置していただきました。

　昭和電工㈱塩尻事業所は、グループ経営理念「私
たちは社会的に有用かつ安全で、お客様の期待に
応える製品・サービスの提供により企業価値を高
め、株主に満足いただくとともに、国際社会の一員
としての責任を果たし、その健全な発展に貢献しま
す」に則り、この度、ダイドードリンコ様の自動販
売機経由で公益社団法人スペシャルオリンピックス
日本・長野様に募金できる自動販売機を設置しまし
た。
　従業員や取引先の方が自動販売機でコーヒーや
ジュースを購入することで、売上金の一部が公益社

団法人スペシャルオリンピックス日本・長野様に募
金されるシステムで、多額の募金はできませんが、
知的障がいのある人たちの活動を少しでも支えられ
るように10年20年と継続的に社会貢献を図ってい
きます。
　また、当社ではアルミ缶リサイクル活動に取り組
んでいます。自動販売機で購入したアルミ缶を集め
て、収益金を塩尻市内の小中学校へ物品で寄贈して
います。
　当社グループ社員一人ひとりの心に根付いたCSR
活動により、社会的責任を果たし、社会や人々の願
いや夢をわれわれの力で一つでも多く実現し、豊か
さと持続性が調和する社会の創造に貢献してまいり
ます。

昭和電工株式会社	
塩尻事業所	総務部　

小口　智巳  様

認証状授与式

土屋達夫 氏
「平成28年度 長野県障がい者
スポーツ協会 功労賞」受賞！

　スペシャルオリンピッ
クス日本の全国会議で、
有森裕子理事長から伊澤
理事長に認証状が交付さ
れました。

　軽井沢にある社会福祉法人育護会浅間学園の施設長であ
り、長年、スペシャルオリンピックス日本・長野でコーチ
としてご支援・ご協力いただいている土屋達夫さんが、こ
の度、その功績により、「長野県障がい者スポーツ協会	功
労賞」　を受賞しました。SOでは、冬季・夏季8競技の認定
コーチを取得して活躍中です。おめでとうございます！

(2017年3月)

（2017年4月8日）

　SON・宮城の佐藤トレー
ナーをお呼びして、小雨
模様の中、10数名のコー
チが参加しました。

　こんにちは、陸上プログラム競技部
長の遠藤と申します。新年度のプログ
ラムも始まり、ようやく身体も少しず
つ慣れてきたところです。新アスリート
の加入もあり１年を通して、心の健康・
体力の向上を図っていきたいと思いま
す。陸上プログラムは長野と軽井沢で
やっています。軽井沢プログラムでは、
佐久市のアスリートと一緒に軽井沢中
部小学校の校庭を主に使用し、佐久市
の総合運動公園陸上競技場でも日曜日
の午後に練習しています。長野プログ
ラムでは、コーチに若くて明るい住澤
さん、片平さんの２名が加入し活発な
プログラムが期待できます。地区大会、
全国大会に向けてアスリートが一層良
い成績が出せるようコーチ、ファミリー
と共に頑張っていきたいと思います。

新人コーチが入り、パワーアップした陸上競技プログラム。
佐久市総合運動場と、長野市サンアップルでプログラムを行っています。
ぜひご参加ください。

陸上競技コーチクリニック（2017年6月10日）

遠藤　正幸　さん
　この度、スペシャルオリン
ピックス日本・長野の陸上競技
プログラムを担当させていただ
く片平大地です。
　私自身、陸上競技は中学生か
ら始めて、今でも現役で競技を
しています。種目はずっと走高
跳をやっており、最近になって
三段跳を始めました。今回ご縁
があってコーチのお誘いをいた
だけたので、アスリートの方々
に陸上競技の魅力を少しでも伝
えられたらと思います。また活
動全体を盛り上げていけるよう
に頑張っていきたいと思います。
　至らない点も多々あると思い
ますが、どうぞ宜しくお願い致
します。

片平　大地　さん
　陸上プログラムのボランティアコーチとして、活動
させていただくことになりました住澤祐樹です。ス
ポーツ歴としては学生時代に水泳・陸上・サッカーを
していましたが、専門競技はリュージュとソリ競技で
す。仕事はいなりやま福祉会の満天の星（就労支援Ｂ
型）という施設で支援員をしています。
　リュージュは13歳から31歳まで選手として活動し
ていました。高校2年からナショナルチームとして、
海外遠征に出始めて、ワールドカップや世界選手権
を経験しました。現在はリュージュ競技のコーチとし
て、全日本チーム副強化部長と長野県チームの強化部
長を務めています。また長野県のＳＷＡＮプロジェク
ト（ユースエリート発掘育成事業）で育成部会員も務
めています。
　今回はサッカーコーチの三橋君から話を聞き、参加
させていただくことになりました。微力ではございま
すが、多くの皆さんと一緒に活動できることを楽しみ
にしています。陸上プログラムでお待ちしております。

住澤　祐樹　さん

陸上競技プログラム

アスリート集まれ！

ラッピング自販機第１号
（長野大学生活協同組合様）
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　Vol.30掲載以降、2017年6月30日現在の実績ですが、万が一記載漏れがありましたらお許しください。

寄付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略・順不同）

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 ダイドードリンコ株式会社
株式会社シーディーホールディングス ホクト株式会社 信濃毎日新聞社 株式会社みすずコーポレーション
JA信州うえだ農業協同組合 長野大学生活協同組合 昭和電工株式会社 株式会社協和食品
株式会社ティアマリア 長野西ロータリークラブ 佐久ライオンズクラブ 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
武井久美子 岩井まつよ 佐々木豊子 長岡　敏子 原田美枝子 石井　久子 林　　里香 宮坂　和代
高坂　朝子 植松美千代 荒牧由美子 丸山　信子 宮澤左知子 横谷　徳子 モイスティーヌラポーレ

正会員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略・順不同）

宮下　　智 小山　　明 内村　孝英 赤沼　伸一

賛助会員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略・順不同）

明星学園 親愛の里松川
矢口　貴久 遠藤　想大 遠藤　暢浩 横谷　梨央 横谷　徳子 服部真理子 小林　貴大 小林真利子
青木　謙太 青木　豊子 長崎　蒼史 長崎　和美 楢原　貴裕 楢原　明子 松崎佳雅里 松崎　　誠
伊東　宏晃 伊東　久子 伊東　裕二 倉島紗也香 芹澤　優一 春原　弘子 春原　歳子 金山　幸信
五味　健弥 五味　和代 尾島　信子 渡辺　啓介 小西　　等 上條あけみ 三橋　亮太 小山さち子
住澤　祐樹 栁澤　　匠 栁澤　智子 曲尾　徳幸 曲尾　ヤエ 丸山　信子 山田　秀光 山田登百子
宮尾　　旭 宮尾ひかり 宮坂　和代 高橋　君則 武野　早希 杉山　　聡 杉山　美紀 渡邊　　悟
木下　翔平 木下　博行 武井　園子 湯本　彩楓 湯本真由美 柳本　健二 勝俣　　彰 勝俣　一雄
市川　輝海 市川恵美子 沓掛　友哉 中井　陽子 鎌倉　勝寿 藤原　幸平 村木　　功 日達　琴音
日達登紀子 大谷あきほ 大谷　美保 山崎　敬弘 山崎紗矢香 山崎　恵子 山倉奈夫美 上原　共賀
上原由美子 増田　憲寛 青島　　咲 青島　清子 百瀬　月陽 百瀬　　綾 武田　雄高

皆さまのご支援・ご協力に感謝いたします

＊このニュースレターの印刷は、富士ゼロックス長野株式会社様に
　ご協力いただいております。

		7月	９日	 FIDジャパン・チャンピオンシップバスケットボール大会　参加
		7月16〜20日	 Gothia	Cup	and	Special	Olympics	Kim	Källström	Trophy	2017		遠征
		8月20日	 第61回茅野市総合体育大会水泳競技会兼第4回スペシャルオリンピックス日本・長野水泳競技会
		9月18日	 第4回夏季地区大会		ゴルフ競技　開催
		9月23・24日	 第10回夏季地区大会・愛知遠征（SON・長野はサッカーとボウリングが参加）
11月	3・	4日	 水泳競技合同合宿
11月18日	 SOサンクスデー
12月	9・10日	 第2回ユニファイドサッカー大会

賛助会員としてご支援いただける方は、ぜひ事務局にお問い合わせください。
入会申し込み用紙をお送りいたします。

個人   一口6,000円/年　　 団体・企業   一口10,000円/年　　 小・中・高・大・専門学校生   1,000円/年

2017年度  今後の予定

賛助会員
募集中！


