
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。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。）
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SPRINGご寄付・ご協賛・助成金・正会員・賛助会員のご報告 （2021年2月28日実績）ニュース

共にインクルージョンの実現に向け
新たなるスタートを

2020年12月6日、一般社団法人長野県ライオンズ様
とパートナーシップを締結することとなり、ホテルメト
ロポリタン長野にて、ガバナー中村通氏（SON・長野副
理事長）と伊澤理事長が締結書を取り交わし、調印式を
行いました。

双方の共通の目標である「ミッション：インクルージ
ョン」（知的障がいのある人もない人も一緒に参加する
社会実現のためのサポートを行っていく活動）の実現に
向け、今まで以上に深くスペシャルオリンピックスの活
動にご協力いただけることとなりました。

調印式は、入室前の体温チェック・問診や各テーブルの間仕切りなど徹底した感染予防対策のもと、ライオンズ様から41名、SON・長野から
は25名が参加し、終始和やかな雰囲気の中で執り行われました。サプライズイベントとして元メジャーリーガーの岡島秀樹氏とのトークセッ
ションもライオンズ様にご用意いただき、野球をはじめとしてスポーツやそこに携わる人について興味深いお話を聞く事ができました。書類へ
の署名、調印が済み拍手が起こると、マスク越しではありましたが、参加者の皆さんの喜びと期待をしっかり感じることがができました。
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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
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2015年SO佐久支部はオープン参加の形で佐久市の大会に参加させていただ
き、2016年よりSOの部として正式に参加する事になりました。

スキ—大会の実行委員のメンバーも、佐久プログラムがスキーを立ち上げた時
にボランティアで参加していただいているのでSOの理念もご理解済み。スキー
場の皆さんも普段から温かく対応していただき、大会側のスタッフ不足も有りコ
ーチの皆さんも旗門員・コース整備・連絡員と大会を下支えしていただきました。

今大会は朝６時30分時点で零下11度。滑走時は多分零下５度程。そこそこ硬
いバーンで今までの地区大会などSOの大会としてはかなり硬めではあったが、
快晴と普段からアイスバーン気味で練習して慣れているので、アスリートは緊張
の中でもリラックスした滑りが出来たかと。

今シーズンは新型コロナウイルス感染症の影響
でプログラム自体３回の中止と施設に入られてい
るアスリートは週末も自宅に帰れずプログラム参
加者は５人に留まり、スキー大会も近隣でもかな
り中止がある中、このような機会が得られたこと
に、先ずは関係皆様に感謝いたします。

今後もSOそしてスキー連盟の安全対策を参考
に、アスリートと共に感動体験を続けていければ
と思います。

（参加報告　ヘッドコーチ　中沢朝幸）

2021年3月6日（土）に第51回長野市スケート競技大会がエムウェーブで開催され、今年
はアスリート2名が参加しました。アスリートたちは一般の参加者に交じり緊張感のある中
で、笑顔で楽しく、のびのびとすばらしい演技を披露してくれました。

今シーズンはコロナ禍で練習が思うようにできない時もありましたが、二人とも前回大会
（昨年はコロナで中止）の自己記録を更新できたことがコーチとして頼もしく、とても嬉しく
思いました。

コロナが収束し、来年は全員そろってこの大会に参加できることを祈ります。
（参加報告　ヘッドコーチ　荒牧由美子）
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百瀬 十
い ざ ね

六音さん

夢は世界大会出場。
県内や全国、果ては世界の選手と
真剣勝負がしてみたい！
　皆さん、こんにちは。スペシャルオリンピックス卓球の
プログラムに参加している百瀬十六音です。
　僕は世界大会に出場したいため、スペシャルオリンピッ
クスに参加しました。県内や全国、世界の選手と真剣勝負
をしてみたいです。
　僕は、卓球を始めて６年目になります。今まで、強い選
手とたくさん試合をしてきました。最初は試合になかなか
勝てず、悔しい思いをしてきました。しかし、負けても強
い選手と戦うことで、多くのことを学ぶことができました。
　今では試合に出場するからには、どうすれば勝つことが
できるかを考えながら、日々の練習をしています。
　常に目標は高く持ち、少しでもその目標に近づけるよう、
これからも全力で卓球に取り組んでいきたいです。

コロナ禍ではありますが、スキー場の感染対策を遵守し、コー
チによる体調チェックも万全に、県内各地で冬季競技プログラム
を行っています。

今回は、長野アルペンスキー・スノーボード両プログラム、軽井
沢アルペンスキープログラムの様子をお届けします。

新型コロナウイルス感染症の感染状況により、予定は変更になる可能性が
あります。最新の大会開催情報、プログラム開催情報は、SO日本公式ホー
ムページ、SO日本・長野公式ホームページからご確認下さい。

軽井沢アルペンスキープログラム

長野アルペンスキープログラム

長野アルペンスキー・スノーボードプログラム
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がんばれアスリート

佐久アルペンスキープログラム  第16回佐久市スキー大会「SOの部」に参加特集 フィギュアスケートプログラム  第51回長野市スケート競技大会に参加特集

マイナス5℃の極寒の中、アスリート4名が善戦

１位 土屋　 悠斗

２位 関　　 愛莉

３位 小須田 秀眞

４位 森泉　 花菜

■大会記録（17旗）

プログラム紹介

冬季競技プログラム

今後の予定お知らせ

SO日本
公式ホームページ

SO日本・長野
公式ホームページ

日　　時 2021年5月29日（土）
場　　所 軽井沢町風越公園（総合体育館、スカップ軽井沢、屋外テニスコート、フッ

トサルコート、グラウンド）、軽井沢プリンスボウル、軽井沢72ゴルフ和美
ゴルフ練習場、佐久市総合運動公園陸上競技場補助競技場

実施競技 競泳、陸上競技、バスケットボール、ボウリング、サッカー、ゴルフ、卓球、
テニス、ボッチ(SOボッチャ)、フライングディスク

共　　催 ライオンズクラブ国際協会334-E地区（一般社団法人長野県ライオンズ）

日　　時 2022年11月4日（金）〜6日(日)
場　　所 広島県内各所

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

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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森泉仁 宮下和彦 宮林栄一 中沢朝幸 山本杉樹 若林紀美子 山田清美 山田行人 伊藤成二 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

柳沢真臣 柳沢真澄 柳沢智子 柳沢源太郎 神田章 中村沙季 中村尚子　 武田彩音 川村侑己 川村明美 沢山俊
沢山文雄 池本夏綺 池本昭子 百瀬十六音 百瀬美由紀 山口逸代 山口健司 竹花和磨 竹花好子 神津昌史 神津和子
大塚歩夢 大塚史緒 柳澤匠 柳澤智子 髙橋正幸 髙橋美枝子 田村さおり 田村賢治 高橋奈月 高橋秀之 山崎飛龍
山崎亜希子 春原翔 森泉花菜 森泉貞雄 山本富 山本由香里 越立圭衣子 甲田靖典 甲田令子 木下翔太 木下優子
大井大輔 大井晴美 小山海斗 小山香 田丸明衣 田丸美佳 花岡大吾 花岡千生 望月慎平 望月秀明 望月千佳子
望月大輔 武居寛己 武居秀美 増田貴幸 増田由美子 増田正 畑遼一 畑信太郎 宮沢忠雄 山嵜健太朗 山嵜恵子
石山裕太 石山ゆかり 横谷梨央 横谷徳子 赤沼大地 赤沼由紀子 荒牧由美子 春原純一 春原千沙子 鈴鹿蛍斗 鈴鹿清仁
宮下光子 高木駿 田村明夫 八重沢裕治 八重沢きみ子 高寺隆浩 高寺徹夫 曲尾徳幸 曲尾ヤヱ 小林健志 小林寿子
高見澤良 高見澤雅人 大谷あきほ 大谷美穂 大塚悠平 大塚隆史 青山諒尊 青山敏子 小出寛子 小出郁子 日達琴音
日達登紀子 成沢伊織 和﨑愛実 和﨑綾子 土屋俊英 青島咲 青島清子 大日方剛 大日方由美子 堀内拓海 堀内美枝
柴良彰 山川ゆかり 久保田寛 久保田澄子 渡辺文博 渡辺三恵子 増尾暢 増尾まゆ美 小島政寿 小島徳二 荻野祐美
荻野孝平 関智徳 関豊春 関明彦 関愛梨 保坂和紀 保坂修次 高橋佳汰 高橋朋也 伊藤拓哉 西森悠人
西森一哉 古越健太 古越芳子　 尾島信子 黒岩大和 黒岩友加 山岸一徳 山岸義徳 一之瀬篤弥 一之瀬由香 木村景二
宮坂和代 松下雄也 松下澄夫 矢部直 矢部繁晴 長坂尚武 長坂圭子 東城雅 東城理子 中村美穂 中村裕香
中村登美枝 田中和斗 田中しのぶ 井出浩一 土屋輝記 土屋みどり 小宮山知世 田中雄樹 田中美和子 丸山祥太 丸山正祥
井上友博 井上文子 井上敬之 中村文茂 中村のり子 吉田空未 吉田由美子 鈴木克将 鈴木雅也 鈴木英子　 添田麻里子
市川輝海 市川恵美子 三木ヒカル 三木佳圀 勝俣彰 小須田秀眞 本堂敬佑 本堂敬 武田雄高 岩滝ちえみ 小林隆志
小林千恵子 高橋君則 吉澤常嘉 倉田禎寛 倉田信子 森本雄気 森本理恵子 山﨑大輔 北沢真吾 小松正和 小松陽子
矢田部洋介 矢田部さえ子 山﨑拓真 大﨑克哉 大﨑やゑ子 寺島丈貴 寺島文子 小山光 矢口貴久 田中允人 佐藤和秀
稲本怜音 稲本正幸 小林美香 小林茂 宮澤幸博 宮澤淳 宮澤やよい 赤羽聡子 増田ゆかり 水沢準 水沢朝子
柳本健二 金箱英己 金箱礼子 畑口和 竹花幸宏 竹花節子 古平陸 古平由美子 宮澤左知子 百瀬月陽 百瀬佳典
百瀬綾 花見竜哉 花見修 伊東宏晃 伊東久子 芹澤優一 宮林功 宮林裕子 伊藤平 伊藤楓華 伊藤裕子
山田勇佑 山田深雪 春原弘子 春原歳子 土屋悠士 土屋俊幸 磯田光司 磯田史豊 中村文昭 中村晴文 小林貴大
小林真利子 野本陽生 野本晃大 金杉陽一郎 金杉貞子 齋藤剛 齋藤香織 柳下沙也香 柳下久米夫 百瀬拓海 百瀬雄一
杉山聡 上條あけみ 前川真史 前川真紀 大澤哲夫 遠藤丈夫 高橋永耕 下條大介 石塚賢 内堀遼 荻原淳一
工藤恵 佐藤裕介 芝田康 中田裕美 宮本安紀 千葉里香 井出光男 岩井隆太 岡村広生 加藤すみ子 小林利郎
沢野正三 志村今朝文 谷川みち子 羽柴富久美 平林和一 丸山智之 丸山幸雄 丸山喜彦 村田吉見 村木功 高橋吾聞
木島沙帆 木島海斗 竹村佳小里 石塚さつき 内堀道雄 荻原秋代 工藤康子 佐藤かづみ 芝田竹男 中田たか子 宮本久美子
千葉幸子 高橋律子 木島正登 竹村千賀子 荒木武貴 遠藤正幸 行田伸一 小須田健児 小西等 西澤秀子 原田修
山田秀光 吉川大亮 宇井留香 本島和美 鈴木健司

正 会 員（2021年1月1日～2021年2月28日日実績）

賛助会員（2021年1月1日～2021年2月28日実績）

ご寄付（2020年2月1日～2021年2月28日）

セイコーエプソン株式会社 一般社団法人長野県ライオンズ
（ライオンズクラブ国際協会334-E地区） アート金属工業株式会社 伊那食品工業株式会社

ＪＡ長野県グループ 長野ダイハツ販売株式会社 セイコーエプソン労働組合 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 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
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
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一般社団法人長野県ライオンズ様とパートナーシップを締結特集


