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特定非営利活動法人 スペシャルオリンピックス日本・三重 ニュースレター

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日常的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て提供し、

自立と社会参加を応援する国際的なスポーツ組織です。

スペシャルオリンピックス用語

ＳＯ（エスオー）：スペシャルオリンピックス

アスリート：スペシャルオリンピックス活動に参加する知的障がいのある人たち

ファミリー：アスリートの家族

コーチ：アスリートとともにスポーツを楽しむ人たち

ＳＰ：スポーツプログラム

ＡＬＰｓ（アルプス）：アスリートの参加機会を増やすためのトレーニングプログラム

書 山上祐樹さん

4月3日からスタートしたスポーツプログラム。久しぶりの顔合わせにアスリートはじめ参加者全員が張
り切って体を動かしていましたが、県内の新型コロナウイルス感染者が減少せず4月19日に三重県が緊急警
戒宣言を発出したことからSON・三重の全ての活動を中断しました。その後、5月9日から「まん延防止等重
点措置」が適用されました。この措置が6月20日に終了したことから翌週の27日から活動を再開しました。
「次いつまた中断になるかもしれない。」という不安を抱えながら活動しています。

～コロナ感染症により活動・中断・再開 ～

～コロナどうにかして！～

～知的障がい者にスポーツを～

春プログラムは、新型コロナウィル感染症拡大のため、津会場は２回、四日市会場は１回しか開催できず
残念でした。ファミリーからもコーチからも「残念ですが、仕方ないですね。」とメッセージが届く中、
やっぱりアスリートから、競泳プログラムへの思いを強く感じました。
秋プログラムは、笑顔で再開できるように、感染症対策を続けていきましょう。

～アスリートからの一言メッセージ～

コロナどうにかして！おまえのせいで水泳に行けなくなったんやで。
早く復活してほしい！」 小林竜王さん

「春プログラム中止の分も秋プログラム頑張ります！」 樋尾大輔さん

「泳げるようになるまでガンバル。」 坂本賢星さん

「今度はプールで浮けるようになります！」 田野睦月さん

ずっと中止になって、辛いな。秋プログラムを楽しみにしています。」 水野奈保子さん



～知的障がい者に

サッカー

今年のサッカープログラムには30数名が登録しています。
アスリートは自分の希望や技量などをもとにコーチと相談し
３グループのいずれかに入って活動します。
一つ目は「個人技能グループ」ボールを蹴る・ドリブルす

るなど基本動作を身に着けていきます。
二つ目は「ゲーム準備グループ」基本動作が身についてき

たら試合に参加する準備を行います。
三つ目は「ゲーム＆競技グループ」試合を想定した練習を

します。
皆それぞれの目標に向かって努力しています。

～アスリートにあわせて３グループで練習～

出されたボールをワントラップしてシュート

春のテニスプログラムには24名が参加しています。
この日は今年初めての開催日でしたのでアスリートは
元気ハツラツ。コーチもいつも以上に気合が入り熱い
指導を続けていました。

～コーチの熱い指導続く～

ボールよく見
て～・・・・

ナイスショット。
いいよ。

手取り・足取り
丁寧に教えます

最初は全員でダッシュ
距離・走法を変えて何本も走ります

そうそう、その感
じで・・・



安藤 千年 赤尾 尚子 荒川 翔 荒川 楓加 荒川 三紀 荒川 透
井後 実優 井後 英明 石田 悠真 石田 博幸 石田 康代 石川 裕陽
市川 義智 市川 典子 伊藤 海斗 伊藤 久也 伊藤 美佐 伊藤 瑠晟
伊藤 彰真 伊藤 浩司 伊藤 麻基子 伊藤 成良 伊藤 玲子 伊藤 楓
伊藤 克典 稲森 康太 稲森 崇志 岩岡 響 岩岡 慶太郎 岩﨑 裕輝
岩﨑 順子 岩間 柊哉 岩間 りか 打江 公平 江部 文夫 大倉 健輔
大倉 美智 岡部 晃大 岡部 和則 佐々木 蔦子 尾上 隆之 尾上 浪恵
尾上 政広 片山 武史 片山 靖浩 片山 真澄 片山 文汰 片山 昌彦
片山 規美子 片山 心汰 加藤 諒 加藤 美保子 金本 有渉 金本 佐和子
神野 魁 神野 寿枝 川北 晃史 川本 葉月 川本 博子 岸 胡都子
岸 加奈 菊池 大志 菊池 和子 國貞 篤 黒川 淑子 高羅 秀明
高羅 澄子 高羅 貞巳 小坂 沙織 小崎 魁太 小崎 勝彦 越山 智明
越山 初江 越山 浩司 児玉 翔太 児玉 雅子 児玉 康晴 後藤 宏幸
小林 竜王 小林 伸一 小林 洋平 近藤 颯真 近藤 恭子 近藤 篤史
斉藤 朋子 酒井 柚葉 酒井 幸伸 坂本 賢星 坂本 加奈子 坂本 賢勇
坂口 旺大 坂口 貴英 佐藤 敬 佐藤 健太郎 佐藤 淑美 里見 晃裕
里見 紀久代 里見 哲也 塩田 健太朗 塩田 素子 塩田 菜々子 山路 典子
柴田 聖 下野 幸助 新堂 久雄 杉本 淳 杉本 博美 杉山 雄哉
杉山 喜美子 杉山 智哉 祖父江 亮 祖父江 守 祖父江 美也 高橋 峻
高橋 研 高橋 麻吏江 高橋 惇 田中 賢治 田野 睦月 田野 ひとみ
谷口 匠 塚本 海斗 塚本 雅雄 土田 繁 恒矢 信輝 恒矢 保雄
恒矢 景子 戸島 花菜 戸島 景子 豊住 大喜 豊住 直記 豊住 公美
長崎 由紘 長崎 美帆 長崎 裕 中谷 優太 中谷 誠 中谷 あゆみ
中西 翔大 中西 正人 成田 圭介 成田 紀子 西田 壮太 西田 祐子
西村 友樹雄 西村 昭 野崎 史也 野崎 秀幸 野崎 美紀 橋本 梢
樋尾 大輔 樋尾 守 樋尾 かず代 平松 寿之 平松 弥幸 平松 益子
藤井 慎平 藤井 滋子 福井 謙吾 福井 学 福井 雅子 福井 翔馬
堀之内 宏行 松田 英明 松岡 紘大 松岡 淳 丸山 康人 三浦 湊
水越 清志 水越 美紀 水谷 京志朗 水谷 由美 水野 裕也 水野 奈保子
水野 志朗 水野 千恵子 水野 翔太 水野 晶子 光友 涼馬 光友 篤史
光友 百合恵 三浪 凛太郎 三浪 正人 三浪 綾子 三好 啓治 向井 弘光
森 淳稀 森 尚昭 森 祐子 森 優介 森 智司 森 恵子
森山 暖日 森山 明子 森脇 宏太 森脇 千代美 諸戸 則佑紀 矢田 翔琉
矢田 晃久 山上 祐樹 山上 乃都花 山上 みゆき 山上 力 山上 佳奈
山口 遥馬 山根 一枝 山本 幹泰 山本 雅人 山森 文裕 山森 貴子
山道 康仁 吉川 由夏 吉川 厚司 吉澤 拓海 吉澤 賢司 吉澤 千栄
米川 直樹 米川 陽子 渡邉 育子 渡辺 隆

スポーツを～

(順不同 敬称略)

■正会員

青木 敬（1口） 伊藤 弘子（1口） 伊藤 勝彦（1口） 奥岡 博文（1口）
落合 泰子（1口） 片山 優子（1口） 後藤 亜也（1口） 坂崎 博哉（1口）
佐脇 建也（1口） 重松 良祐（1口） 祖父江 禮子（1口） 高橋 定昭（10口）
柿原 文香（1口） 日沖 恵理子（4口） 平本 克三（1口） 伊藤 種子（1口）
水越 幹雄（1口） 水越 浩二（1口） 村田 信行（1口） 渡邉 善範（1口）

■賛助会員（個人）

令和2年10月28日から令和3年4月19日迄にご継続、ご入会、ご寄付いただいた皆様です。
ありがとうございました。期間内でも事務処理上の理由で、お名前の記載が遅れることがありますことをご了承下さい。

＊ニュースレター56号は紙での個別配布を取り止めたため、今月号に再度掲載します。



阪口 尚久（30,000円） 土田 繁（10,000円） 松田 英明（12,000円） 佐野 弘子（3,500円）
片山 武史（ハガキ40枚） 桑名中央ロータリークラブ（100,000円）
㈱ケイテックサービス（10,000円）
㈱リョウケンホールディングス（10,000円）
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■発行／特定非営利活動法人 スペシャルオリンピックス日本・三重

(事務局)〒510-0075 三重県四日市市安島１丁目7-12向陽2ビル 2F

Tel：080-3623-8228（9:00～20:00受付） Tel＆Fax：059-356-1776

E-mail：info@sonmie.org   ホームページ http//www.sonmie.org/

■編集／広報委員会

■印刷/SON・三重事務局

運営関係 競技関係

運営委員会 8月中旬 ＳＯＮ・三重事務所 SON・三重のホームページでご確認下さい。

運営委員会 9月中旬 ＳＯＮ・三重事務所

広報委員会 9月中旬 ＳＯＮ・三重事務所 イベント関係

運営委員会 10月中旬 ＳＯＮ・三重事務所 チャリティイゴルフ大会

＊委員会はオンラインでの参加を推奨しています。 10/6（水）鈴峰ゴルフ倶楽部

ニュースレター発行 11月下旬 ＳＯＮ・三重事務所

＊7月20日時点の計画であり、諸事情により変更になる場合もありますのでご了承ください。

(順不同 敬称略)

■寄 付

■賛助会員（法人）

三重県信用農業協同組合連合会（1口） 思いやり支援センターくまの（1口） ㈲柏屋商店（1口）
㈲エルフィンクリエイティブ（1口） ICDAホールディングス㈱（10口） ㈱ペガサス（1口）
国際ソロプチミスト三重―北（3口） ㈱ホンダ四輪販売三重北（10口） 高岡医院（1口）
㈱三重電子計算センター（1口） ㈱オートモール（10口） 三重リコピー㈱（1口）
㈲坂倉鉄工所（1口） ㈲マレック向陽（1口） ミフジ㈱（1口） ㈲エヌジーアイ（1口）

令和3年4月20日から令和3年7月6日迄にご継続、ご入会、ご寄付いただいた皆様です。
ありがとうございました。期間内でも事務処理上の理由で、お名前の記載が遅れることがありますことをご了承下さい。

(順不同 敬称略)

赤尾 尚子 飯田 あゆみ 黒川 淑子
佐藤 栞多 佐藤 秀一 辻 正
西村 淳喜 濱口 拓海 濱口 昌洋
藤澤 耕三 渡邉 育子
公益財団法人三重県スポーツ協会 会長鈴木英敬

【個人】村瀬 富美（1口）
【法人】阪口 歯科（3口）

■正会員 ■賛助会員

■寄 付

（医）西村整形外科（7,000円）
モビリティイランド労働組合（150,000円）


