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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

～知的障がい者にスポーツを～

書 伊藤彰真さん

2020年、日本ではオリンピック・パラリンピックの開催、
また三重県では中学生・高校生の全国規模のスポーツ大会
の開催が予定されていましたが、新型コロナウイルス感染
症の影響で延期や中止になりました。
そして、2020年度SON・三重の通常総会も３密回避のた

め中止し、SO日本や三重県環境生活部NPO 班の助言を受
け、書面決議という方法にて議案の審議を行いました。そ
の結果、議案は無事承認されましたことをご報告し、重ね
て皆様方のご協力に感謝申し上げます。
今年度のプログラムは、現時点ですべて中止になってい

ますが、新型コロナウイルス感染症の収束、終息による活
動自粛・制限の解除が出てきた時点で、運営委員会とコー
チの方々と検討して頂き再開したいと考えています。コー
チ、ボランティア、そしてSON・三重にご理解いただいて
いる企業様・団体様、厳しい状況が続きますが温かい心で
見守っていただきますようお願い申し上げます。
またアスリート、ファミリーの皆様には、プログラムが

再開された時に活動できる心と体の準備をして下さい。毎
日、良かった探しはやっていますか？また、SON・三重の
ホームページのドリームサポーターからのメッセージを視
聴してみるのもいいかと思います。
100年前、20世紀最悪のパンデミックとされたスペイン

風邪の感染拡大阻止の対策として、当時の政府が呼びかけ
た対策は「マスク着用、うがい、室内の換気や掃除、患者
の隔離など」ポスターなどで啓発されたそうです（ 2020
年4月24日発行の朝日新聞朝刊より）。時代が変わっても
感染症予防の原則は変わらないと改めて再認識されました。
このような中、3期目の理事長を拝命することになりま

した。引き続き宜しくお願い申し上げます。
SON・三重理事長 米川直樹

祖父江アスリート委員長からのメッセージ

Be with all～ココロつないで～



～知的障がい者に

2020年度通常総会は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、SO日本や三重県環境生活部NPO班の助言
を受け、書面決議という方法で議案の審議を行い、以下の議案が承認まれました。

第1号議案：2019年度 事業報告（抜粋）
・第1回理事会（1月）
・三重大学生ボランティアつくしんぼイベント「つくしんぼ運動会」（2月）
・馬術 神奈川地区競技会（2月）
・通常総会（3月）
・第2回理事会（3月）
・ニュースレタ発行（5月）
・フレンテ祭り出店（6月）
・ＥＫＳデイ（6月）
・ニュースレタ発行（7月） ・
・第3回理事会（8月）
・登山プログラム（8月）
・コーチクリニック：陸上競技/ボッチャ（8月）
・認定コーチクリニック（8月）
・チャリティゴルフ大会（10月）
・愛知地区大会（10月）
・ＳＯデイ「電車でGO！～みんなで一緒に電車に乗って伊勢神宮へ行こう～」（11月）
・三重県身体障害者ボウリング大会（11月）
・ニュースレタ発行（11月）
・コーチクリニック：柔道（12月）

第2号議案：2019年度会計報告及び2019年度会計監査報告（抜粋）
・収入合計10,462,161円

一般寄付金収入439,775円 年会費〈正会員〉762,000円
賛助金収入725,000円 補助金等収入200,000円 など

・当期支出合計4,459,630円
事業費2,378,439円（スポーツプログラム費1,254,903円 大会参加費489,274円 など）
管理費1,631,191円（消耗什器備品費441,072円 賃借料437,097円 など）

第3号議案：2020年度事業計画案（抜粋）
・スポーツプログラムは2019年度に準じて実施。新たに柔道を始める。
・コーチクリニック（サッカー スノーシューイング ユニファイド ボウリング）
・愛知地区大会参加
・東海北信越ブロックテニス競技会開催 など

第4号議案：・2020年度予算案（抜粋）
・収入合計10,393,531円

一般寄付金収入350,000円 年会費〈正会員〉750,000円
賛助金収入700,000円 補助金収入200,000円 など

・当期支出合計5,275,000円
事業費3,315,000円（スポーツプログラム費1,305,000円 大会参加費1,100,000円 など）
管理費1,310,000円（賃借料450,000円 光熱水料費130,000円 など）

第5号議案：役員の選任・退任
次頁に記載

～コロナ禍の中、新年度の活動へむけてスタートを切る～



役職 氏名 所属団体・役職 就任年度 役員年度

理事長 米川 直樹 三重大学名誉教授 2015 2016

副理事長 松田 英明 三重県ヰセキ販売㈱代表取締役社長 2015 2016

事務局長 田中 賢治 ソニー生命保険㈱ 2015 2015

会計責任者 三好 啓治 ㈱ペガサス取締役 2015 2017

理事 西村 淳喜 西村整形外科医院長 2015 2015

理事 三宅 耕三 東員町議会議員 2015 2015

理事 藤澤 幸三 （医）鈴鹿回生病院名誉医院長 他 2015 2015

理事 向井 弘光 ㈱ホンダ四輪販売三重北会長 他 2015 2015

理事 丸山 康人 学校法人暁学園 理事長 2016 2016

理事 祖父江 亮 社会福祉法人四季の里 みのり工房 2017 2017

理事 堀之内 宏行 鈴鹿市教育委員会 2017 2017

理事 南出 哲男 三重県少林寺拳法連盟理事 2018 2018

理事 鈴木 英敬 公益財団法人三重県体育協会 会長 2019 2019

監事 川北 晃史 川北晃史税理士事務所 2015 2015

監事 土田 繁 税理士法人だいち代表社員 2017 2017

顧問 伊藤 孝行 第３代会長（NPO法人初代理事長）

顧問 宮本 長和 （財）三重県体育協会 元副会長

運営 医療安全・対策委員長 神谷 敏也 松阪市中央総合病院小児科部長

運営 ボランティア委員長 安藤 千年 無職

運営 財務委員長 國貞 篤 ソニー生命保険㈱

運営 スポーツプログラム委員長 池田 吉彌 四日市市消防本部

運営 広報委員長 打江 公平 無職

運営 ファミリー委員長 小林 伸一 昭和四日市石油㈱

アドバイザー 瀬古 利彦 元オリンピック陸上日本代表

スポーツを～

２０２０年度 理事・役員名簿

【退任】（理事）内田すゞ子 （理事）浜口謙蔵 （理事）荒波克己

＊アスリート委員長



～知的障がい者に

～全力で競技・勝ち負けこだわらず賞賛しあう～

今年も、運動会が三重大学で開催でき、多くのアスリートやご家族、ボランティアの方々に参加して
頂き嬉しく思いました。昨年度の運動会では、私はアスリートの方々とペアを組んで競技に参加してお
り、近い距離で力を合わせて体を動かす楽しさを自ら主体となって感じることができました。「勝ちた
い」「楽しい」というアスリートの方々の純粋な思いや姿が印象に残っています。
今年度は、昨年と異なり運営する立場で参加させていただきました。全員に運動を楽しんでもらえる

ように競技を考え準備をした分、楽しんで取り組んでいる姿を見て「頑張ってよかった」と心から思い
ました。途中準備に手間取ることや変更点がありましたが、その後スムーズに運動会が行えたのはＳＯ
の方々の協力があったからと思います。ワイワイと応援する掛け声や、作戦を考えているイキイキとし
た顔、色んな表情を見ることができ、嬉しかったです。また、パプリカのダンスでは円になってみんな
で踊ることで、チームを超えて繋がることができたように感じました。競技中は全力で競い合い、最後
は勝ち負けにこだわらず賞賛しあえたのがよかったと思います。
アスリートの方々と学生が運動を通してコネクトしている姿を見ることができ、運営の立場からこそ

見られた景色があり、私たちにとって良い経験になりました。来年度も一緒に運動会ができるようにバ
トンを繋いでいきたいです。

冬の行事として定着した「つくしんぼ運動会」が2月2日（日）三重大学第二体育館で行われました。
以下は企画運営を担っていただきました「三重大学教育学部つくしんぼサークル」代表者の報告です。



スポーツを～

今シーズンはナショナルゲームが行われるシーズンです。第1回目は2/8に岐阜県の「ほおのき平スキー場」
で行いました。今シーズンから参加のアスリート1名を迎え全8名でのプログラムです。
上級組は小澤コーチが担当。中級組は橋本
コーチと藤村コーチ、初級＆初心者組は池
田ヘッドコーチが担当。
今年は例年にない雪不足で開催が危ぶま

れましたが、前日からの積雪でコンディシ
ョンは最高でした。各クラスとも久々のス
キーであるため午前は足慣らしで、午後か
らは沢山滑りました。初級＆初心者組も午
前の終わり頃には滑れるようになり午後か
らは積極的に滑り込んでいました。
残念ながらナショナルゲームと2回目の

プログラムは新型コロナウイルス感染症
の影響により開催できませんでしたが、来
年度また雪の上に戻ってこられるように楽
しみしています。

今シーズンも御殿場海岸（津市）で練習を行いました。
この日はナショナルゲームのリレーに備えてバトンタッチ練習に取り組みました。ナショナルゲームに参加
しないアスリートも一緒になって練習。コーチの説明・指示を受けてからいざトライ！初めてバトンを握る
アスリーも多くまずはバトンの持ち方から始め、渡し方、受取り方と丹念に練習し最後は50メートルほどの
周回コースで走ってバトンを繋ぐ練習をし、終わる頃にはスムー
ズにできるようになりました。
その後新型コロナウイルス感染症の影響で、ナショナルゲーム

もプログラムも中止。残念な幕切れでした。
来年こそ全プログラムができるよう祈ります。

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1522059528/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGxwb3AuY29tL2ltZ19pbGx1c3Qvc3BvcnRzL3NraV9hMDEucG5n/RS=%5EADBnhF.920V9iKu4XSJPgFxgUjvN7U-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVEZEZ3Byak9MMVFQbFgwWmZ4c2R6WWo3RUZMU3JPMUN5dHpWNDFiY2k4aDIxQ0s1Q0d2SzQwOURsbE5nBHADNDRLazQ0T3A0NEs1NDRPSUlPZUVvZWFXbWVPQWdPT0N1ZU9DcmVPRHZBLS0EcG9zAzQEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-


～知的障がい者に

～アスリート委員会主催行事 “お伊勢さん目指して列車旅”～

今年の“SOデ－はアスリート委員会主催の「電車でGO！～みんなで一緒に
電車に乗って伊勢神宮へ行こう～」
鉄道マニア（乗り鉄・撮り鉄）のアスリート委員長祖父江亮さんの

提案にアスリートも賛同。チラシ（写真右）を作り参加者募集。実施
に当たっては、電車に乗り慣れているグループと、そうではないグルー
プに分け、学生ボランティアさんのサポートを受け楽しい１日を過ごし
ました。

【祖父江アスリート委員長のコメント】
「電車でGO！～みんなで一緒に電車に乗って伊勢神宮へ行こう～」
2019年11月23日天気は晴れ。みんなで電車の旅のイベントをしました。
たくさんの大学生のボランティアさんが来てくれました。途中、ミッ
ションを飛ばしてしまうミスや、勝手な行動で仲間に注意されたりし
ながら、無事に内宮まで行きました。
なんと！沿道で天皇皇后両陛下の乗られる車に旗を振ってお見送り

するというサプライズがありました。
楽しかったです。また、アスリート委員会を開催してイベントの企

画をしたいです。

祖父江さん



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）

令和元年11月1日から令和2年4月7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。



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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運営関係 イベント・競技関係

運営委員会 6月中旬 ＳＯＮ・三重事務所 新型コロナウイルス感染症の影響で各種イベント、スポ

広報委員会 6月中旬 ＳＯＮ・三重事務所 ーツグラムを中止しています。

運営委員会 7月中旬 ＳＯＮ・三重事務所 再開する際には、ファミリーメール・ＨＰ等でお知らせ

広報委員会 7月中旬 ＳＯＮ・三重事務所 します。

運営委員会 8月中旬 ＳＯＮ・三重事務所

ニュースレター発行 7月下旬 ＳＯＮ・三重事務所

＊5月10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

田中事務局長 桑名中央ロータリークラブで卓話

2月21日（金）桑名中央ロータリークラブの例会にお招きいた
だき「知的障がい者の就労と余暇」というテーマでお話をさせて
いただきました。
ファミリーの不安のひとつに就労という問題があります。

三重県での障害者就労の状況としては、県内の民間企業における
障害者実雇用率が1.57％（平成24年）から2.20％（平成30年）ま
で上がり全国19位タイです。
しかし、まだまだ身体障害者の雇用の多くは知的障害者の中で

も軽度の方が中心となっています。そして、一度就労した後でも
継続した就労ができるかどうかがポイントであり、職場の環境や
一緒に働く人の意識が大切です。ＳＯの活動を機にそうした就労
に繋がるように今後も活動していきます。

桑名中央ロータリークラブ伊藤
会長（右）から寄付目録を受取る
祖父江アスリート委員長（左）

■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）


