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

料金後納郵便

SON・三重

第４８号
2018／7

ゆうメール

書

山上乃都花さん

スペシャルオリピックス用語

スペシャルオリピックスとは

SO（エスオー）：スペシャルオリンピックス

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

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

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。

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

6 月 30 日（土）四日市市三浜文化会館
アスリート委員会主催 EKS デーのユニファイドイベント

「みんないっしょに エンジョイ！ダンス」
アスリート、ファミリー、ボランティア総勢 45 名。講師の斉藤綾子さんの指導の下、
みんなの瞳はキラキラ、動きはノリノリ！楽しみました！
ダンスの曲はみんなが知っている「勇気 100％」最後の決めポーズは、それぞれ好きな

斉藤先生

ポーズを考えてバッチリ決まりました。
ボランティアの木﨑陽さん（きざき ひなたさん 三重大 1 年生）は、
「みんなの笑顔が印象的で素敵でした。とても楽しかったです。
」と話してくれました。
講師の斉藤さんも「楽しんでくれるかな・・・・と手探りの状態で創ったダンスを
本当に楽しそうに踊ってくれてよかったです。
」と、感想をくださいました。

木﨑陽さん

斎藤先生ありがとうございました。

ノリノリ ダンス

最後のきめポーズ

ボランティアとしてご参加頂いたモビリテ
ィランド労働組合さまから
「SO の活動を応援しています。」と多額の
ご寄付を頂きました。
ありがとうございました。

EKS デーとは
「SO の創設者ユニス・ケネディ・シュ
ライバー氏を偲び、障害の有無にかか
わらず、ともにスポーツを楽しむイベ
ントを行う日です。
」

モビリティランド労組北楯さま（右）から贈呈目録を受け取る祖父江ｱｽﾘｰﾄ委員長（左）
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★今年度からスポーツプログラムの実施にあたり、アスリートファースト、ファミリーファーストの目線で、全てのスポーツ
プログラムに参加できるように日程調整を進め、年間カレンダー方式で行うことにしました。

陸上競技
陸上競技のプログラムは旭化成㈱鈴鹿市製造所（鈴鹿市）のグラウンドをお借りし、
諸戸ヘッドコーチの指導の下、21 名のアスリートがファミリーの協力も得ながら楽しく活
動しています。
今回はアスリート、ファミリー、ヘッドコーチの声を紹介します。

私は、速く走れるようになりたくて、
陸上プログラムに初めて参加しました。
練習は、楽しいです。中学校の体育祭で
いい順位をとれるように頑張ります。
アスリート 杉山雄哉くん

とにかく走るのが大好きで、親子で参加できるシティマラソン等に参加
しておりました。この力を生かせないかと陸上のプログラムに参加させて
いただいております。今まで、陸上プログラムもメニューに参加すること
は難しいと思っておりましたが、ヘッドコーチをはじめコーチの方々に親
切、丁寧に教えて頂き、少しずつではありますが、メニューに参加できて
きています。本当にありがとうございます。これからも、継続して頑張っ
ていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
ファミリー

参加頂いている皆様、いつもありがとうございます。
私は、家族の事情で暫く SO に参加できなかったのです
が、今回 2 年ぶりに参加させていただくことができまし
た。久しぶりにアスリートが一生懸命走ったり、トレー
ニングをしている姿を見ていると「足の速い遅いは別と
して、やっぱり走ることが楽しいんだな」という事を再
認識しました。走ることの楽しさを教えてもらった SO
で、もう一度原点に返った気がしました。暫く参加せず
にいた私を笑顔で受け入れて下さったアスリート、ファ
ミリー、そしてコーチの皆様、本当にありがとうござい
ます。
9 月からの後半戦も、皆さんと一緒に笑顔で走れること
を楽しみにしています。
ヘッドコーチ

２

諸戸則佑紀

岡部さん

サッカー
今年もサッカープログラムが始まりました。
参加アスリートは 38 名と、たぶん今までで最多の参加者だと思います。また新しいボランティアの方や、三重
大学生や四日市看護医療大学生も参加いただいてとても賑やかに楽しいプログラムを実施しています。
新しく参加いただいたボランティアの方とファミリーに、感想をお聞きしました。

知り合いの子供さんに障害があった為ＳＯを紹介す

ワールドカップサッカーを見ていると｢しよう！｣

ると、行きたいと言ってくださったので、一緒に参加

と誘ってくれます。サッカーが好きでやる気が湧い

させてもらうことができました。和気あいあいと楽し

てくるようです。好きなスポーツが増えて、体力 UP、

い時間を過ごすことができました

肥満予防できるとうれしいです。

ボランティア

ファミリー

尾関さん

塚本さん

参加させていただき、ありがとうございました。中学

今回サッカープログラムに参加させてもらって、体

生の息子と参加しました。学生のように軽やかには

力的にまだまだですが、家族や学校とは違う様々な

いきませんが、スポーツをする楽しい感覚を体験で

方とスポーツをして関わりを持て新たな社会での

きてよかったです。また参加したいね・・・と話してい

経験を増やしていける事を嬉しく思います。本人の

ます

好きなこととして、この先もやっていってくれると
ボランティア

安達さん

良いなと思います。
ファミリー

石川さん

今回のサッカーを通してコミュニケーションの大切
さと、自分が他の人のために何かできる！というこ
とが体感できました。普段できないことが体験でき
て良かったです

サッカープログラムではいつも「楽しむこと」を意識
しています。アスリートだけでなく参加者全員が楽しい

ボランティア

安達成美くん

と感じるプログラムを実施していきたいと思います。そ
のうえで、「ルールを守る」とか「順番を守る」「座っ
て待つ」「パスをする相手のことを考える」など、

社会で必要なことを学んでもらえればと思っています。そして、「勝って喜ぶ。負けて悔しく感じる」を体験できる
と、彼らも成長し、また、成長した彼らを見るボランティアの皆さんも嬉しく思います。
今年はナショナルゲームがあります。ナショナルゲームに出場するアスリートは、とても貴重な体験をすることと
なるでしょう。ＳＯの活動を通じて楽しく成長していきましょう。

ヘッドコーチ

田中賢治

写真は「2018 年第 3 回全国ユニファイドサッカー大会」への参加を前に練習のためお越しいただいた SON・京都との親善試合の様子です。

３

ボッチャ
3 年目を迎えたボッチャ。
県立こころの医療センター体育館（津市城山）をお借りし、アスリート 11 名、コーチ 3 名。
ファミリーのお手伝いを頂きながら楽しくプログラムを進めています。
今年度の初日は距離感を取り戻すことを第一に白い
ジャックボール（目標球）の代わりに床に置いた新聞
紙に向かって様々な距離からボールを投げました。
写真①②

①
池田ヘッドコーチ

②
アスリートは池田ヘッドコーチ、飯田コーチから
ボールの持ち方、腕の振り方、ボールの離し方な
どの指導を受けながら熱心に取り組んでいまし

③

飯田コーチ

た。
写真③④⑤

ボッチャは障がいのある弟
と一緒になって夢中に取り
組める競技です。弟との対
戦も楽しんでいます。
ファミリー

山本さん

⑤
④
今年は、人数も多く練習方法を一工夫。飽きのこな
い練習を行っています。又、アスリートの休憩時間
にファミリーに体験して頂き、今後はアスリートの
練習相手として闘っていただこうと考えています。
ヘッドコーチ

４

池田吉彌

ナショナルゲームにむけて
9 月 22 日（土）～24 日（月）愛知県で開催される「スペシャルオリンピックス 2018 愛知」
に参加するアスリートから大会にかける抱負を頂きました。

山上乃都花

伊藤真友
樋尾大輔

井後実優

山上祐樹

中谷優太

三好啓治

水野奈保子

豊住大喜
稲森康太

小林竜生

藤井慎平

５

フレンテまつり
6 月 2 日（土）
、今年もフレンテまつりに参加しま
した。
お客さんの数は少なめでしたが天候に恵まれ、みな
さんの御協力により無事終えることができました。
打合せ、前日準備、当日お手伝いいただいたファミ
リー、アスリートの皆さんありがとうございました。
来年もお手伝い、来場の程よろしくお願いします。

ボッチャ交流会
4 月 30 日（月）
「三重県営ゆめドームうえの」で開
催された“国際ロータリー第 2630 地区中勢・伊賀グ
ループ親睦ボッチャ交流大会”のお手伝いをさせてい
ただきました。
大会はクラブ会員と「社会福祉法人維雅幸育会」の
メンバーが混成チームを作りチーム対抗戦で行われ
ました。
ボッチャ経験者も未経験者もゲームが進むごとにテ
ンションがあがり、「これ楽しいわ」「遊びのつもりが
つい興奮してしまって・・・」など競技に熱中され併
せて参加者の交流もはかられたようです。

ロータリークラブ様から
「ＳＯの活動にお役立てください」
と多額のご寄付を頂きました。
ありがとうございました。

６

独り立ち
アスリートの福井謙吾さんと恒矢信輝さんが親元を離れ
て共同生活を始められました。
謙吾さんのお母様から生活のようす、母の思いを届けて
いただきました。

福井謙吾（25 歳）は、2017 年１１月から、
恒矢信輝さん（24 歳）と二人、ヘルパーさん
のサポートを受けながら、一般の賃貸
アパートをシェアハウスとして、
ともに暮らしています。

シェアハウスから作業所まで、４０分程の道のり、横断歩道を渡るたびに、謙吾は、それまで
ブラーンと下げて歩いていた腕に、ちょっとだけ力を入れて、腰の辺りで親指を突き立て、グッ
ド！の形を作り、呟くほどの小さな声で、「カ・ン・ペ・キ」と言います。それは、ちゃんと渡れたと
確認するような、安堵する様な・・・。
シェアハウスで暮らし始めて半年余り、暮らしの至る所でその姿は見られる様で・・・
例えば、作業所から持ち帰ったお弁当を洗っている時、「(しっかり洗わないと)お腹痛なる」
と言いながらのグッド！。
洗い上がった洗濯物を伸ばしながら、「(しわを伸ばして)パンパンパン！」でグッド！
次々に新たな挑戦ばかりが続く日々の中で、その一つ一つを確認しながら、それでも、確かな
達成感とともに、謙吾なりに頑張って暮らしているのだと思います。
大きな、本当に大きな挑戦である事は、母親の私にとっても同じことで・・・
今なお朝が来るたびに、ああ今日も無事に今日が迎えられたと安堵し、夜が来るたびに、ただ
おろおろと夜が明けるのを待つばかりの不安な日々です。
それでも、(この暮らしの始まりの頃は、作業所まで傍らを歩いていた私ですが)いつかは一
人で通えるようにと徐々に離したその距離が、すっかり景色に溶け込むほどに小さくなった謙
吾の背中が、「大丈夫。頑張ってみるよ。」と言ってくれているような気がしています。むしろ私
の方が背中を押されている様な気がしています。
まだまだ薄氷を踏むような毎日ですが、丁寧に時を重ねこの暮らしが「日常」となるように
と、この街で暮らしていけますようにと、少しだけ逞しくなったその背中に今はただ願うばかり
です。
いつの日かこの暮らしが「当たり前」になったとき、大きな大きな「グッド！」がお互いに送りあ
えるといいなと思いながらただ見守るばかりです。

母：福井雅子
仕事に向かう信輝さん（左）謙吾さん（右）

包丁を手に

料理中の謙吾さん
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(50 音順 敬称略)

■ 賛助会員(法人)

■ 正会員
石川 裕陽

田野 ひとみ

石川 泰葉

塚本 海斗

江部 文夫

塚本 雅雄

川本 葉月

戸島 花菜

川本 博子

戸島 景子

小坂 沙織

水谷 京志朗

打江 公平

¥3,530

坂本 賢星

水谷 由美

亀田 佳子

はがき 20 枚

坂本 加奈子

三宅 耕三

児玉 翔太

はがき 20 枚

坂本 賢勇

森脇 宏太

坂本 由紀子

¥3,000

下野 幸助

森脇 千代美

(株)シーズン

¥10,000

田野 睦月

ペガサス

■ 寄付

藤田 幹雄

62 円切手 30 枚

モビリティランド労働組合
H30 年 4 月～7 月までにご継続、ご入会、ご寄付いただいた方々です。
ありがとうございました。
期間内に入会された方でも事務処理上の理由で、お名前の掲載が遅
れることがありますことをご了承ください。

¥150,000

八十島 拓野

はがき 20 枚

(株)リョウケンホールディングス

¥20,000

(H30 年 7 月 20 日現在)

イベントなど
８月２５～２６日

運営関係

宿泊プログラム

四日市市少年自然の家

８月中旬

運営委員会

大阪地区水泳競技会

桃山学院大学

８月下旬

広報委員会

ナショナルゲーム

愛知県名古屋市 他

９月中旬

運営委員会

１０月１０日

チャリティゴルフ大会

鈴峰ゴルフ倶楽部

１０月中旬

運営委員会

１１月下旬

ニュースレター49 号発行

SON・三重事務所

１０月中旬

広報委員会

１１月中旬

運営委員会

８月下旬
９月２２～２４日

＊スケジュールは諸事情により変更になる場合がありますのでご了承ください
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