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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の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 伊藤瑠晟さん

新型コロナウイルス感染症の影響で春から中止になっていたスポーツプログラムを9月から再開しま
した。
再開に向けては運営委員会で、国・県・地方自治体・SONなどの指針・指示を確認しながらしっかり

準備を進めてきました。体調チェックシート・手指消毒液・検温計などを揃えるとともに、アスリー
ト・ファミリー・ボランティアメンバーなどすべての関係者に再開にあたっての諸注意事項・ルール
の徹底を図り9月12日のボウリング・馬術・競泳を皮切りに順次プログラムを再開してきました。

運営委員会 健康チェックシート



～知的障がい者に

10月3日（土）記念すべき“第1回柔道プログラム”が行われました。
以下、柴田ヘッドコーチからの報告です。

～準備2年いよいよスタート～

長い夏が終わり、秋の訪れを肌で感じることができるようになった10月3日（土）、津市の朝陽中学校
柔道場において柔道プログラムがスタートしました。
三重での新しいプログラム開設にあたり、関係者の皆様には多大なるご支援とご協力を賜りましたこ

と、厚く御礼申し上げます。
当日は新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、手指消毒や体調の確認、体温チェック、人と

の社会的距離の確保等、参加したアスリート、コーチ、ボランティアスタッフ、ファミリーが新しいガ
イドラインに則った形で実施することができました。
三重のプログラムの中で唯一のフルコンタクトスポーツであり、格闘技の要素もある柔道ですので特

に安全に対する配慮とコロナ対策には万全を期しました。
内容についてはスペシャルオリンピックスの基本理念に基づき、活動を通じて自立と社会性を育み、

生活の質の向上を図るとともに仲間とともにスポーツができる楽しさ、心技体を鍛える武道の良い部分
を取り入れたものを提供できたと思います。
自分が怪我しないこと、相手に怪我させないための畳の上での歩き方や体の使い方、受け身の練習、

パートナーとして組み合った相手を思いやる気持ちを形に表した礼法は特に反復練習しました。
今年はプログラムの成果を発表する機会がありませんが、次年度以降を見据え、スポーツの魅力、柔

道の魅力を発信し続け、参加してくれた方に
「新しいことにチャレンジしてみたい」
「できなかったことができるようになった」
「もっときれいに投げられるようになりたい」
といった自己有能感が得られるようなプログラムを作っていきたいと思います。
最後に、時期的にあまり多くの募集はできませんが、一人でも多くの方に柔道の楽しさを体感いただ

き共に活動してくれる仲間も募っています。
SON・三重 柔道ヘッドコーチ 柴田 聖

＝初日のようす＝

筋トレ（結構キツイ）

受け身 乱取（アスリートは見学）

受付
（コロナ対策も万全）

筋トレ（楽しい）

柴田ＨＣ



スポーツを～

10月4日（日）今シーズン第1回目のプログラムを行いました。
会場に到着するとアスリート、ファミリー、コーチなど全員が体調確認・検温などを行った後、ヘッドコー
チから諸注意事項などの説明、そして準備体操と進めて行きました。（写真①②③）

① ② ③

身体をほぐした後、赤チームはパス交換からのシュートをイメージした練習（写真④）青チームはドリブ
ルからシュートをイメージした練習（写真⑤）黄色チームはボールを投げ上げたり、相手に手渡すなどボー
ルに慣れる練習（写真⑥）を行いました。体に負荷がかからないよう軽めの練習で1時間で終了しました。

～久しぶりに仲間とサッカー 感謝！～

⑤ ⑥④

＊ユニファイドスポーツは、知的障害のある人（アスリート）と知的障害のない人（パートナー）がチームメートとなり、
一緒にスポーツをする、スペシャルオリンピックス独自の取り組みです。

～ＮＡＳＰＡ四日市さんとともに～
ユニファイドサッカー。パートナーは四日市市を拠点に活躍中のフットサルチーム「ＮＡＳＰＡ四日市」さ

ん。指導して頂くのはＮＡＳＰＡ四日市選手兼監督の石川さん。練習は器具を使いながら体力強化の運動を
行った後は、ボールを使ってドリブル、パス、シュートなどの基本を徹底的に練習し、最後はいくつかのチー
ムに分かれてゲームを行います。新しい指導者の下、アスーリートの更なる成長が楽しみです。



軽速歩に取り組む
山上さん（上）
西田さん（下）

～知的障がい者に

～プログラム再開！コロナに負けずにファイト～
長らく中断していたプログラムをやっと再開できました。

再開を喜ぶ気持ちに応えてくれたような、素晴らしい秋晴れの
下、瞳をキラキラさせているアスリート達。ファミリー、コーチ
も嬉しそうです。
ナイスショット！でハイタッチは

できないけど気持ちはみんな一緒です。

コロナに負けるな！

4年目を迎えた馬術。参加者も当初の3名から6名に増えました。
今年はコロナウイルス感染症の影響で乗る機会が減ってしまい、以前の感覚を取り戻すのに苦労している
ようです。そんな中でもＳＯのプログラムとは別に個別にレッスンを受けているという山上さんは軽速歩
（けいはやあし）の技術を大幅に向上させています。

こちらのふたりは常歩（なみあし）の練習
手綱の持ち方を矯正するために、おもちゃの
にんじんを持って葉が上にくるように気を付
けます（左）。コーチの指示に従い馬を操り
ます（右）。

～ブランクを乗り越え前へ～

準備体操 しっかり間隔あけて コロナにまけるな 勝つ

いつもと感じ
違うよな



スポーツを～

今年の参加者は8名。コロナ感染症の影響で昨年より少ないものの参加者は元気にボールを投げています。
準備体操で身体をほぐした後、岩切プロ（ＪＰＢＡ46期）の指導を受けながら1時間ほどフリー投球。休憩
をはさんでゲーム形式で投げます。この日（10月24日）は自己最高の195点を出したアスリートもいました。

今シーズンから新しい所に練習場を移してのプログラム。グラウンドは緑に囲まれ、周りに設けられてい
るトリムコースで散歩やランニングを楽しまれる方、グラウンド内のベンチに座って寛いでみえる方の視線
を浴びての練習は初めての経験。環境の変化に順応し頑張っています。

～元気よく投げる・投げる・投げる～

岩切プロ

ハイタッチ禁止 一人ガッツポーズ

会場が変わったことで
新たに始まった階段を
使ってのトレーニング

～新たな環境でガンバル～



～知的障がい者に

～津＆四日市 二会場で元気にトレーニング～
今年は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため春のプログラムがなくなり残念でしたが、9月から

プログラムの再開を楽しみにしていたアスリートが集まり、元気にトレーニングをしています。

津会場は６名のアスリートと、コーチ１名、
ファミリーコーチ４名で行っています。

腰掛キックが上手に
なりました。

悠真くんと一緒に
頑張ります。

バタフライと平泳ぎを
頑張っています。

あごをひいて泳ぐのを意識
して頑張っています。

クロールと背泳ぎを
頑張っています。

四日市会場は６名のアスリートと、コーチ６名、
ファミリーコーチ１名で行っています。

４種目の練習をしています。

平泳ぎを始めました。頑張ります。

ビート板キックをたくさん
練習しています。

受付時、会場の入場時に
消毒と検温をします。



スポーツを～

例年ならホールアウト後に表彰式、パーティーを行いご歓談いただきますが、今回は短時間で表彰式
を行い速やかに解散。少し心残りでしたがコロナ感染症の状況下では致しかたないないこと。
ご参加いただいた皆様ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。

＊ご協力いただいたチャリティーは64,500円でした。ＳＯの活動に大切に使わさせていただきます。

10月7日（水）鈴峰ゴルフ倶楽部（鈴鹿市伊船町）でチャリティーゴルフ大会を開催しました。
今年は新型コロナウイルス感染症のため、皆様にご参加いただき難い環境ではありましたが昨年より多
い、8組31名の皆様にご参加いただきました。
午後からは一時小雨に見舞われましたが、おおむね良好なコンディションの中、各組ごとメンバー同

士の親交を深めながらゴルフを楽しんでいただきました。

お知らせ

「スペシャルオリンピックス2022広島」開催決定！
■大会名称
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
■開催日程：2022年11月4日（金）～6日（日） 3日間

11月4日（金）開会式
11月5日（土）競技（予選：ディビジョニング）
11月6日（日）競技（決勝）／表彰／閉会式

～冬プログラム＆イベント中止のお知らせ～
・アルペンスキー（マイクロバスでの移動時、車内が密の状態になる。
また、スキー場でゴンドラ利用の際も密になる可能性がある。など
の点から中止します。）

・スノーシューイング（ヘッドコーチの都合により中止します。）
・つくしんぼ運動会（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止します。）

～２０２２年冬季世界大会カザンについて～
2022年1月22日～28日、ロシアのカザンにて開催
・日本選手団の選考方法は未定です。
・選手選考のためのナショナルゲームは実施しません。

～たくさんの善意をいただきました～



尾上 隆之 4,500円 佐野 弘子 手づくりマスク（4,900円相当） 山田 健司 5,000円
（医）西村整形外科 30,000円 チャリティーゴルフ 64,500円
桑名中央ロータリークラブ 100,000円 四日市市中部地区民生委員児童委員協議会 5,000円
津ロータリークラブ ボウリングトレーニングボール6個 柔道投げ込みマット1枚

柔道ダミー人形1体 冷感マスク60枚 （約350,000円分）
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運営関係 競技関係

運営委員会 1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 2月中旬 ＳＯＮ・三重事務所

広報委員会 2月中旬 ＳＯＮ・三重事務所 イベント関係

運営委員会 3月中旬 ＳＯＮ・三重事務所 理事会 1月下旬 場所：未定

ニュースレター発行 3月下旬 ＳＯＮ・三重事務所 通常総会 3月上旬 場所：未定

運営委員会 4月中旬 ＳＯＮ・三重事務所

＊11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（個人）

浦川 広巳 式井 加樹人 式井 一博 高木 汰偉伽 高木 美香 高木 勇斗
舘 昌彦 西村 淳喜 濱口 拓海 濱口 昌洋 藤澤 幸三 三宅 耕三
公益財団法人三重県スポーツ協会

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）

令和2年7月8日から令和2年10月27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。

■正会員

服部 義久（1口） 服部 敏子（1口）

桑名中央ロータリークラブ様からご寄付
10月4日、桑名中央ロータリークラブ様からご寄付をいただ

きました。
桑名中央ロータリークラブ伊藤会長から祖父江アスリート

委員長に寄付金を贈呈いただき、感謝状をお渡しさせていた
だきました。
桑名中央ロータリークラブ様からは昨年に続いてのご寄付

で誠にありがたく感謝申し上げます。
今後の活動の中で有意義に使わさせていただきます。


