
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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ピンチをチャンスに! 新時代に向けて新たなるスタートを
　昨年秋、長野県は台風による災害に見舞われ、SOのアスリートやコーチ・ボランティアも少なからず
被災。そんな中でも元気にトレーニングに参加してくるアスリート・コーチをみんなで支えて、今年２月
【第７回SO日本冬季全国大会・北海道】に参加しようとした矢先、新型コロナウィルス感染症拡大の影
響で、開催４日前に大会の中止が決まりました。選手団の落胆は大きいものがありましたが、その後の
北海道の感染状況をみると、賢明な決断だった思います。
　SO日本・長野でも、その後３月〜５月、日常トレーニングの中止を余儀なくされました。それでも運
動不足になるアスリートのため、家で出来るトレーニングや柔軟体操のビデオを製作し、ネットで配信
したり、学校や作業所が休校・休業し、孤立しがちなアスリートたちをコーチたちが元気づけたりと心
のふれあいを大事にする活動を続けてきました。
　幸い、長野県では５月半ばには【緊急事態宣言】が解除され、県内各所の事情を考慮しつつ、【安全対策
マニュアル】を作成し、それに沿って日常トレーニングを再開しています。
　今年開催が予定されていた【東京パラリンピック】なども延期がされ、障がい者スポーツにスポットが
当たろうとしていた機会でもあったので、新型コロナウィルス感染の拡大は、本当に残念です。
　2021年開催予定の【SO冬季世界大会・スウェーデン】はスウェーデンの大会返上で中止となりまし
たが、１年延期して、2022年1月にロシアのカザンに場所を移しての開催が決定しております。
　また同じく2022年11月【SO日本夏季全国大会】が広島市で開催されることが決まりました。
　アスリート・コーチの皆さん、新型コロナウィルス感染対策をしっかりと守りながら、新たな目標に
向かって、頑張ってください。
　SOの活動を資金面でお支えくださるスポンサー企業や賛助会員の皆様、引く続きスペシャルオリン
ピックス日本・長野の活動をご支援いただきますようにお願い申し上げます。

皆さまのご支援・ご協力に感謝いたします。
（順不同　敬称略　万が一記載もれがありましたらお許しください。）

ご寄付（2019年1月1日～2020年11月30日）
株式会社ルートインジャパン	 セイコーエプソン株式会社　	 アート金属工業株式会社	 ＪＡ長野県グループ
伊那食品工業株式会社	 長野ダイハツ販売株式会社	 株式会社シーディーホールディングス	 マルコメ株式会社
松本土建株式会社	 株式会社みすずコーポレーション	 セイコーエプソン労働組合	 国際ソロプチミスト長野
大村ちえ	 林　道子	 若麻績享則	 富士ゼロックス長野株式会社
ライオンズクラブ国際協会	334-E地区	 飯田長姫ライオンズクラブ	 KOA株式会社	 信濃毎日新聞株式会社
株式会社竹内製作所	 信越放送株式会社	 不二越機械工業株式会社	 株式会社本久
ホクト株式会社	 株式会社ホンダカーズナガノ	 丸美屋食品工業株式会社	 株式会社システックス
株式会社荻野屋	 ＴＯＹＢＯＸ	 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
ファミリー委員会	 澤田紀美子	 荒木武貴

ご寄付・ご協賛・助成金・正会員・賛助会員のご報告 （2020年11月30日実績）ニュース

事務局よりアスリート・ファミリー、ボランティアのみなさんへお知らせ

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

新型コロナウィルス感染症の影響により、日程が変更等になる可能性もありますが、2020年12月現在、下記日程は開催予定です。

スペシャルオリンピックス日本・長野　今後の予定

2021年5月29日(土)	 2021年第5回スペシャルオリンピックス日本・長野夏季地区大会	in	軽井沢
2022年1月22日(土)〜1月28日(金)	 2022年スペシャルオリンピックス冬季世界大会・カザン
2022年11月4日(金)〜6日(日)	 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
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昭和電工株式会社	 株式会社サーキットデザイン	 株式会社長野地方卸売市場	 株式会社小賀坂スキー製作所
長野都市ガス株式会社	 ドリームモータースクール須坂	 ドリームモータースクール昭和	 富士ゼロックス長野株式会社
ＪＡ信州うえだ本所	 長野クリーンシステム株式会社	 長野大学生活協同組合	 株式会社協和食品
信濃毎日新聞株式会社	 株式会社コシナ	 株式会社サイベックコーポレーション	 富士電機パワーセミコンダクタ株式会社
ヤングファラオ	 マリモ電子工業株式会社

ダイドードリンコ株式会社募金型自販機  設置ご協力

若麻績享則	 高橋聖明	 原拓男	 小山明	 伊澤喜久子	 中村通	 綿貫隆夫	 宮下智
半田直道	 岡澤弘行	 土屋龍一郎	 髙坂亀美雄	 山口佳子	 宮澤政男	 柴田博康	 内村孝英
太田かおり	 監物直美	 諸橋賢二	 赤沼伸一	 小林邦一	 樋口健太郎	 春原紀子	 森泉仁
宮下和彦	 土屋達夫	 宮林栄一	 中沢朝幸	 山本杉樹	 若林紀美子	 山田清美	 伊藤成二
山田行人	 渡邉務

公益財団法人長野県障がい者スポーツ協会

助　成　金

株式会社I.D.D.WORKS	 明星学園	 飯田女子短期大学	 親愛の里松川	 夢のつばさ	 南原苑	 堀内拓海	 堀内美枝
甲田靖典	 甲田令子	 竹花和磨	 竹花好子	 山本富	 山本由香里	 柴良彰	 川村侑己	 川村享大	 春原弘子
春原歳子	 伊藤拓哉	 保坂和紀	 保坂修次	 青島咲	 青島清子	 市川輝海	 市川恵美子	 金杉陽一郎	 金杉貞子
大塚歩夢	 大塚史緒	 山崎拓真	 松下雄也	 松下澄夫	 木下翔太	 木下優子	 田村さおり	 田村賢治　	 小須田秀眞
小山海斗	 小山香	 日達琴音	 日達登紀子	 中村尚子	 中村沙季	 大日方剛	 大日方由美子	 田村明	 和﨑愛実
和﨑綾子	 横谷梨央	 横谷徳子	 増田貴幸	 増田正	 宮下光子	 赤沼大地	 赤沼由紀子	 春原純一	 春原千沙子
百瀬十六音	 百瀬美由紀	 水沢準	 水沢朝子	 小林健志	 小林寿子	 青山諒尊	 青山敏子	 春原翔	 春原紀子
越立圭衣子	 越立恒人	 田中允人	 佐藤和秀	 武居寛己	 武居秀美	 高橋佳汰	 高橋朋也	 高木健太	 高木美代子
高見澤良	 高見澤雅人	 高橋奈月	 高橋秀之	 曲尾徳幸	 曲尾ヤエ	 神津昌史	 神津和子	 小出寛子	 小出郁子
高橋正幸	 高橋美枝子	 成沢伊織	 成沢一郎	 小林隆志	 小林千恵子	 大井大輔	 大井晴美	 鈴鹿蛍斗	 鈴鹿清仁
山崎飛龍	 山田勇佑	 山田深雪	 武田彩音	 高寺隆浩	 高寺徹夫	 小林美香	 小林茂	 小山聡	 下条大介
下条孝一	 大塚悠平	 森泉貞雄	 吉澤常嘉	 望月慎平	 望月大輔	 望月秀明	 望月千佳子	 石山裕太	 石山ゆかり
田丸明衣	 田丸美佳	 花岡大吾	 花岡千生	 木村景二	 田中和斗	 田中しのぶ	 宮澤忠雄	 大﨑克哉	 大﨑やゑ子
稲本伶音	 稲本正幸	 鈴木克将	 鈴木雅也	 鈴木英子	 山川ゆかり	 宮澤幸博	 宮澤淳	 宮澤やよい	 畑遼一
畑信太郎	 中村みどり	 中村福江	 矢口貴久	 八重澤裕治	 八重澤きみ子	 増尾暢	 増尾まゆ美	 山口健司	 山口逸代
松崎佳賀里	 松崎誠	 矢部直	 矢部繁晴	 野本陽生	 野本晃大	 長坂尚武	 長坂圭子	 東城雅	 東城理子
添田麻里子	 杉山舜	 北沢真吾	 北沢美智江	 鈴木健司	 荻原祐美	 荻原孝平	 土屋俊英	 吉田空未	 吉田由美子
久保田寛	 久保田澄子	 小松正和	 小松陽子	 小宮山知世	 小宮山孝江	 花見竜哉	 花見公子	 本堂敬佑	 本堂敬
古越健太	 古越芳子	 栁澤匠	 栁澤智子	 増田ゆかり	 井出浩一	 沢山俊	 沢山千恵子	 大谷あきほ	 大谷美保
赤羽聡子	 宮澤左知子	 石塚賢	 石塚さつき	 内堀遼	 内堀道雄	 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	 宮本安紀	 宮本久美子	 千葉里香	 千葉幸子
井出光男	 高橋吾聞	 高橋律子	 木島沙帆	 木島海斗	 木島正登	 柳下沙也香	 柳下康子	 井出光男	 岩井竜太
岡村広生	 加藤すみ子	 小林利郎	 澤野正三	 志村今朝文	 谷川みち子	 鳴沢嘉彦	 羽柴富久美	 平林和一	 丸山智之
丸山幸雄	 丸山善彦	 村田吉見	 村木功	 下島敏美	 荒木武貴	 遠藤正幸	 行田伸一	 小須田健児	 小西等
小松紀男	 西恂子	 西澤秀子	 原田修	 山田秀光	 吉川大亮	 宇井留香	 荒牧由美子	 森本雄気	 森本理恵子
関智徳	 関豊春	 山嵜健太朗	 山嵜恵子	 黒岩大和	 黒岩友加	 三木ヒカル	 三木佳圀	 小島政寿	 小島徳二
中川真	 岡崎慎一	 丸山信子	 土屋輝記	 中村文昭	 中村晴文	 中村千恵子	 渡辺文博	 渡辺三恵子	 矢田部洋介
矢田部さえ子	 山﨑大輔	 土屋悠士	 土屋俊幸	 丸山祥太	 丸山由美子	 池本夏綺	 池本昭子	 峯村勇次	 峯村幸枝
小林貴大	 百瀬拓海	 百瀬雄一	 神田章	 伊藤平	 伊藤紫一郎	 柳本健二	 沓掛友哉	 一之瀬篤弥	 一之瀬由香
倉田禎寛	 倉田信子	 関愛莉	 関長美	 小山光	 畑口和	 井上友博	 井上文子	 井上敬之	 田中雄樹
田中美和子	 宮林功	 宮林裕子	 岩滝ちえみ	 伊藤楓華	 伊藤裕子	 竹花幸宏	 竹花節子	 齊藤剛	 齊藤香織
大槻久見子	 赤羽美加恵	 松澤和絵	 松本英子	 芹澤優一	 大澤哲夫	 伊東宏晃	 伊東久子	 西森悠人	 西森一哉
矢﨑あやこ	 清水竜也	 巴将也	 巴芳江	 中村優里	 金箱英己	 金箱礼子	 宮坂和代	 磯田史豊	 磯田光司
山岸一徳	 山岸義徳	 中村美穂	 中村裕香	 中村登美枝	 高橋君則	 尾島信子	 武田雄高	 小木曽太一	 小木曽正樹
勝俣彰	 高木駿	 関伊吹	 関直美	 小山さち子	 馬場康平	 馬場賢哉	 寺島丈貴	 寺島文子	 百瀬月陽
百瀬佳典	 百瀬綾	 杉山悟	 古平健	 古平由美子	 飯島俊二	 丸茂秀樹	 吉川敦彦	 三石正喜	 鎌倉勝寿
中村佳子	 中井洋子	 瀧沢裕治	 小林俊之

正 会 員（2020年1月1日～2020年11月30日実績）

賛助会員（2020年1月1日～2020年11月30日実績）

公益社団法人スペシャルオリンピックス日本・長野
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