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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。

特集

2018年度 定時会員総会開催

より一層の組織力強化に向けて、新たなるスタートを
２月25日（日）、長野市生涯学習センター第3学習室にて、定時会員総会が開催さ
れました。
2017年度事業報告・決算の承認をいただき、2017年12月16日（土）に事務局で
開催された理事会で承認を得た「基本方針・中期活動計画・2018年度活動方針、
事業計画及び収支予算」の報告がなされました。また、理事改選の年度にあたる
ことから、理事・監事の選任を行い、理事12名、監事2名の承認を受けました。
また、総会後に行われた理事会で、理事長に伊澤喜久子氏、副理事長に中村通氏
が再任され、理事会推薦により、顧問4名が理事長により委嘱されましたので、併
せてご報告いたします。

顧問
塚越
寛
若麻績 享則

伊那食品工業株式会社 代表取締役会長
善光寺淵之坊 住職

高橋 聖明
小山 明

高橋法律事務所 弁護士
株式会社KRC 顧問 日本樹木医会長野県支部顧問

理事・監事

理事長（再任）

伊澤 喜久子

SON・長野 元事務局長

理事（新任）

副理事長（再任）

中村

通

歯科医
（一社）佐久歯科医師会元会長

理事（新任）

理事（再任）

理事（再任）

綿貫 隆夫

綿貫国際特許・商標事務所所長
元長野県教育委員長
元中野市長

宮下

明星学園・第二明星学園
総園長
長野県知的障害者福祉協会会長

理事（新任）

理事（新任）

智

原

拓男

千曲錦酒造（株）相談役
前国際ロータリークラブ
ガバナー（第2600地区）

理事（再任）

理事（新任）

理事（新任）

理事（新任）

半田 直道

岡澤 広行

（公財）長野県障がい者
スポーツ協会
常務理事 事務局長

（有）岡澤新聞店 代表取締役
SO日本HAP会場チームチーフ

監事（再任）

監事（再任）

土屋 達夫

髙坂 亀美雄

山口 佳子

山本 杉樹

宮澤 政男

柴田 博康

内村 孝英

社会福祉法人育護会理事
浅間学園施設長
長野県知的障害者福祉協会
副会長

髙坂会計事務所 税理士

国際医療福祉大学
医療福祉学部 准教授

社会福祉法人 高水福祉会
社会福祉士

SON・長野 ファミリー委員長

柴田公認会計士事務所
公認会計士
元日本公認会計士協会
長野県会会長

内村税理士事務所 税理士

ありがとう ! ! 20周年 ! !
スペシャルオリンピックス（SO）日本・長野は、1998年、長野オリン

同時にSOのスポーツプログラム体験会を開催し、今までSOを体験し

1998年11月、任意団体として設立してから今年で20周年を迎えます。

検討いただく機会になればと思います。

見方も次第に良い方向へと変わり、また障がい者も家から次第に外へ

す。一日ご家族で楽しんでいただければ幸いです。

そこで、SO日本・長野の設立当初からご支援・ご協力をいただいてま

躍の方々に加わっていただき、SOの活動をより良いものにしてまい

を込めて、本年7月21日（土）、長野市のホワイトリングにて記念式典

今後とも変わらぬご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

ピックの広報ブースをお借りして募集を始めたのが、最初の一歩。

たことのなかった方々に、SOを知っていただき、活動への参加をご

20年の活動を通じ、世の中も変化していき、障がいのある人たちへの

当日は、長野県内の障がい者施設より、飲食・物販の出店もございま

と出ていくようになったことは素晴らしいことだと感じています。

本年度はSO日本・長野の理事会メンバーを一新。県内各方面でご活

いりました長野県や市町村・企業・団体・ボランティアの方々に感謝

る所存です。

を催します。

公益社団法人スペシャルオリンピックス日本・長野

理事長

伊澤 喜久子

特集

フィギュアスケートプログラム 長野市スケート競技大会に参加

氷上に満開の華！大井大輔くん
堂々のクラス３位

３月11日（日）、第48回長野市スケート競技大会がエムウェーブで開催され、アスリート５名が参
加しました。
今年のプログラム
（長野）では長野県スケート連盟のコーチに指導いただき、スケート技術だけでな
く、表現力の強化にも取り組んできました。
綺麗な衣装に身を包み、緊張しながらも、真剣な表情で演技開始。始まりのポーズ、のびやかなス
ケーティング、指先まで気持ちを集中し、最後まで生き生きとした表情で演技をやりきりました。
意識して練習してきた表現力も発揮され、来シーズンに繋がる実りある大会になったのではないで

当日の様子は、公式 H P
画像ギャラリーでも
ご覧いただけます。

しょうか。
広いリンクの真ん中で、堂々と演技するアスリートの皆さんはキラキラしていました！

ニュース

佐久ライオンズクラブ主催「バリアフリーボウリング大会」に参加
４月20日（金）、佐久ライオンズクラブ主催のバリアフリーボウリング大会
が佐久プラザボウルにて開催されました。ライオンズクラブでは、障がい
を持つ皆様を理解し、スポーツを通じふれ合い「心のバリアフリー化」を実
践していくことを重点課題に大会を毎年開催しており、今回は７回目。SO
アスリートをはじめ知的障がい、聴覚障がいをお持ちの約70名の皆さんが
参加しメンバーと共にゲームを楽しみました。表彰式では恒例の２レーン
ごとの表彰で金、銀、銅メダルの他、8位までリボンで全員表彰されました。
本年６月、スペシャルオリンピックス日本と日本ライオンズは、共通の目標
である「インクルージョン社会」の実現に向けて協力することを目的とし、
パートナーシップ協定を締結しました。今後協力し合い、互いの活動が効
果的に推進されることが期待されます。
（寄稿）SON・長野 副理事長
ライオンズクラブ国際協会334-E地区

中村 通

佐久ライオンズクラブ前会長
次期（2018-2019）第二副地区ガバナー

vol.

33

News Letter

ニュース

2018
SPRING

陸上合宿開催 in 軽井沢（長野・軽井沢）

４月14日（土）〜15日（日）に、長野・軽井沢合同による陸上プログラムの合宿が行わ
れました。まだまだ冬の気配が残る軽井沢の湯川ふるさと公園（1日目）と佐久総合運
動公園陸上競技場（2日目）で、アスリート全員が元気一杯練習に参加しました。
1日目は、入念に準備体操をして身体をほぐした後、長距離走に短距離走、2チームに
分かれてサッカーの試合を行うなど、懸命にフィールドを駆け回りました。宿舎に戻
った後は、お待ちかねの夕ご飯とお楽しみゲーム会。いつもとは違う環境の中で、心
身ともに成長することができたのではないでしょうか。2日目は陸上競技場で本格的
な練習に取り組み、愛知で行われるナショナルゲームを念頭に汗を流しました。
今回の合宿を通して、アスリートそれぞれが、自分自身の目標を見つけることができ
たのではないかと思います。これからはそれぞれの地域で、コーチやファミリーと一
緒に更なるレベルアップを目指して、日々のプログラムに取り組んでいきます。
当日の様子は、公式 H P
画像ギャラリーでも
ご覧いただけます。

ニュース

コーチ会議開催

ニュース

2018年認証状授与

４月21日（土）午後、長野市生涯学習センター大１学習室に、コーチ

SON・長野がスペシャルオリンピックス日本の地区組織として１年

約40名が参集。3月31日（土）〜 4月1日（日）に行われた全国代表者

間（2018年1月1日〜12月31日）、スペシャルオリンピックスの日

会議及び全国スポーツプログラム委員会の報告をはじめ、スポーツ

常的スポーツトレーニングプログラム及び競技会を主催することが

プログラム委員会からの報告及び９月の夏季ナショナルゲーム愛知

認められ、また、SON・長野の名称で活動のための資金を集めるこ

の選手団決定の報告を行いました。コーチ全体が集まる機会はなか

と、ルールに従ってスペシャルオリンピックスの名称やロゴ及び旗

なかありませんが、SO日本の動向及び SON・長野の活動を情報共

を使用することが許可されました。

有できる良い機会になったことと思います。

プログラム紹介

がんばれアスリート

大塚悠平くん

競泳

Vol.

諏訪会場

4

目標は９月 愛知ナショナルゲームを
目指し練習中！
９月には、愛知ナショナルゲームに参

加させていただけることになりました。
10年位前、お友達に誘われて S Oの佐
久ボウリングプログラムに参加するよ
うになりました。

元々何の趣味も無かった悠平さんでし

プログラムは現在、小学校６年生から20代後半まで合計11名、
厚い年齢層で活動をしています。
水泳は競技できる年代が幅広いのが特長。加えて、諏訪のプロ
グラムは「楽しく、無理なく」がモットーのため、参加への敷居
がとても低い環境です。とはいえ、今年９月に開催される夏季
ナショナルゲーム・愛知に選抜され、来年の夏季世界大会・ア
ブダビを目指すアスリートも在籍するなど、競技としての水泳
にも力を入れています。
練習は平日夕方、会場の関係で１時間という短時間のプログラ
ムですが、限られた時間の中で皆、元気一杯、力強いストロー
クを披露してくれました。

たが、森泉仁コーチやアスリートの皆
さんの和気あいあいとした雰囲気も合

ってかガッツリとハマってしまったようです。

最初の頃はただ楽しいだけでしたが、競争心みたいなものを感じ
ているのか、森泉コーチのアドバイスを真剣に聞いて練習してい
るのが窺えるようになりました。

スコアは安定しませんが上向いてきているので、愛知の大会では
頑張って良い結果を出してほしいですね。

（寄稿）ファミリー

ニュース

大塚隆史さん

ご寄付・ご協賛・正会員・賛助会員のご報告
皆さまのご支援・ご協力に感謝いたします。順不同 敬称は省略させていただきます。
ご寄付（2018年度分）

セイコーエプソン株式会社
株式会社シーディーホールディングス
富士ゼロックス長野株式会社
長野西ロータリークラブ

JA長野県グループ
株式会社竹内製作所
ホクト株式会社
TOYBOX

伊那食品工業株式会社
信濃毎日新聞株式会社
長野ダイハツ販売株式会社
株式会社システックス

マルコメ株式会社
信越放送株式会社
株式会社本久

助成金
公益財団法人長野県障がい者スポーツ協会

長野県地域発元気づくり支援金

募金型自販機 設置ご協力
昭和電工株式会社
長野都市ガス株式会社
ＪＡ信州うえだ本所

株式会社シーディーホールディングス
ドリームモータースクール須坂
長野クリーンシステム株式会社

株式会社長野地方卸売市場
ドリームモータースクール昭和
長野大学生活協同組合

株式会社小賀坂スキー製作所
富士ゼロックス長野株式会社
株式会社協和食品

会員（2018年2月15日〜4月30日実績）
両角久美
伊東宏晃
中村裕香
中村文昭
上條あけみ

編集後記

伊東久子
中村登美枝
中村晴文
住澤祐樹

花井良
村田健一
百瀬月陽
井上敬之

花井祐子
市川輝海
百瀬綾
緑川瑞玲

正会員

内村孝英

賛助会員
高木健太
高木美代子
市川恵美子
大澤哲夫
山倉奈夫美
金箱英己
田川政功
宮坂和代

松平裕介
小山さち子
金箱礼子
今室苗穂都

春、というよりむしろ夏を感じさせる今日この頃です。
夏季のプログラムもぞくぞくとスタートしている様子ですが、皆さんくれぐれも熱中
症には気をつけてくださいね！
広報としても、今年はできる限り全県を回って皆さんの元気な姿をお伝えしていけれ
ばと思っています。
「がんばれアスリート」
「プログラム紹介」は自薦・他薦を問わず「出
たい！」というアスリート・ファミリー・パートナーの方がおられれば大歓迎です。
その他、地域のイベントに出る、市民大会に参加するといった情報もお待ちしています。
Printed By

松平賢司
田中雄樹
保坂和紀

柳本健二
坂野圭祐
保坂修次
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