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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 山上乃都花さん

昨年、2月下旬から世界中でコロナ感染症が流行し、まだ解決の糸口がみ
つからないまま、日だけが進んでいます。
そんな中、昨年の秋ぐらいからスポーツプログラムを再開しました。以

前とは違う形にはなりますが、アスーリートのストレスを少しでもなくな
ればと思っています。プログラムの中には、どうしても密を避けられない
競技もあり満足はしていませんが少しずつよくなることを祈っています。
しかしながらゴールデンウイーク前に第3の波が押し寄せ残念ながらプログ
ラムを中断する判断をしました。
この第3波が収まればまたプログラムの再開を考えています。

アスリート、ファミリー、ボランティアコーチのみなさんには、当分の間
このような状況が続くと思いますがコロナに負けずに頑張りましょう。

2021年4月29日 池田吉禰

撮影：2020年10月～2021年4月



～知的障がい者に

2021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、昨年度と同じく書面決議という方法で
議案の審議を行い、以下の議案が承認されました。

第1号議案：2020年度 事業報告（抜粋）
・第1回理事会（2月）
・つくしんぼ運動会（2月）
・ナショナルゲーム北海道（2月）＊中止
・通常総会（3月）＊書面決議
・第2回理事会（3月）＊中止
・全国代表者会（3月）＊中止
・全国SP委員長会議（3月）＊中止
・ニュースレター発行（5月）
・EKSディ（6月）＊中止
・フレンテ祭り出店（6月）＊中止
・ニュースレター発行（7月）
・第3回理事会（8月）＊電子的開催
・登山プログラム（8月）＊中止
・コーチクリニック（8月）＊中止
・近畿ブロック競泳競技会（8月）＊中止
・チャリティゴルフ大会（10月）
・愛知地区大会（11月）＊中止
・ＳＯデイ「四日市南ロータリークラブ」＊中止
・ニュースレター発行（11月）
・スポーツプログラム 馬術、テニス、陸上競技など実施（2月～12月）＊ボッチは中止

第2号議案：2020年度会計報告及び2020年度会計監査報告（抜粋）
・収入合計9,461,700円

一般寄付金収入785,521円 年会費〈正会員〉732,000円
賛助金収入580,000円 補助金等収入150,000円 など

・当期支出合計3,497,203円
事業費1,872,307円（スポーツプログラム費1,073,021円 大会参加費172,751円 など）
管理費1,174,896円（通信運搬費223,997円 賃借料443,136円 など）

第3号議案：2021年度事業計画案（抜粋）
・スポーツプログラムは2020年度に準じて実施。（競泳、馬術、テニスなど11競技を実施）
・コーチクリニック（サッカー スノーシューイング 馬術 ボウリングなど）
・愛知地区大会参加
・近畿ブロック競泳競技会 など

第4号議案：・2021年度予算案（抜粋）
・収入合計9,525,497円

一般寄付金収入400,000円 年会費〈正会員〉750,000円
賛助金収入1,000,000円 補助金等収入200,000円 など

・当期支出合計4,070,000円
事業費2,110,000円（スポーツプログラム費810,000円 大会参加費700,000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

～コロナ禍で昨年に続き書面で決議～



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長 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

新 理事 上川 かずみ 四日市市手をつなぐ育成会 2021 2021

監事 河北晃史 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

スポーツを～

２０２１年度 理事・役員名簿

＊

＊祖父江亮さんはアスリート委員長兼務

スペシャルオリンピックス日本・三重の歩み（抜粋）
2002年 春 会員のひとりがテレビ番組でスペシャルオリンピックスの存在を知り感銘を受ける。
2003年 3月 有志により「三重県でスペシャルオリンピックスを始める会」を結成
2003年 7月 第1回スペシャルオリンピックスin三重を開催
2003年 8月 第1回お試しプログラム開催
2003年 9月 第1回コーチクリニック開催（陸上競技・サッカー）
2003年 9月 NPO法人スペシャルオリンピックス日本より「スペシャルオリンピックス日本・三重設立準

備委員会」として承認される。
2004年 10月 NPO法人スペシャルオリンピックス日本より正式な地区組織「スペシャルオリンピックス日

本・三重」として承認される。
2014年 11月 「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」登記完了
2015年 1月 「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」として活動開始



～知的障がい者に

～ボランティア・ファミリーに支えられ元気に活動～

2021年シーズンがスタートしました。コロナ感染症の対策を整え、元気に楽しく活動しています。
今回はボランティアコーチとして参加されている「寺島早雅さん」に参加のきっかけ、活動の中で感じ
られたこと等を綴っていただきました。

“ボランティアコーチとして参加して”
SON・三重のボランティアコーチをさせていただいております、寺島と申します。

ボランティアコーチという響きはいいですが、実際は行けるときに行きテニスを楽
しんでいるという、皆さんには申し訳ないほどお気楽な立場でやらせてもらってお
ります。きっかけは、子どもつながりで旧知の祖父江ヘッドーコーチから声をかけ
ていただいたこと、テニスの経験があったこと、主体会の職員であったことでして
全く断る理由はありませんでしたので、当たり前のように参加させていただくこと
となりました。
SOに参加した第一印象は、「アスリートさんは皆たくましい」でした。集団とし

て動けること、2時間という時間を過ごせること、体力があること、楽しんでいる
こと、どれも素晴らしいなと思いました。
そして時を経るにつれ、それぞれのペースではありますが、テニスというスポー

ツを理解され、向上心を持って取り組まれているということがひしひしと感じられ、
まさに「継続は力なり」と感心いたしました。そしてなにより嬉しいのはアスリートのみなさんが技術
的に未熟な私でも“コーチ”として慕ってくれることでした。私事ですが、実は高校時代の経験から、
ボランティアというものが少し堅苦しいものと感じていました。けれどもSOに参加して、ただ楽しいな
と思っている自分がいて、「ああボランティアとはこういうことなのか」とこの年になりやっと気づき、
自分の中の何かを乗り越えたような気がしました。そのような機会を与えてくださったSO、アスリート
のみなさん、いつもお気遣いいただくファミリーやボランティアの方々には心から感謝しております。
私とSOのかかわりはまだほんの二、三年ですが、これまでのご家族や関係された方々の長年の努力が

あってこそ今があります。私もこの歴史の中に少しでも貢献できるようこれからも頑張っていこうと
思っております。微力ではありますが、これからもどうぞよろしくお願いいたします。（寺島 早雅）

注）医療法人 社団主体会（主体会）様のご厚意でテニスコートを使用させて頂いています。



安藤 千年 荒川 翔 荒川 楓加 荒川 三紀 荒川 透 池田 吉

井後 実優 井後 英明 石田 悠真 石田 博幸 石田 康代 市川 義智
市川 典子 伊藤 孝行 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 稲森 康太
稲森 崇志 岩間 柊哉 岩間 りか 上川 かずみ 打江 公平 浦川 広巳
江部 文夫 岡部 晃大 岡部 和則 佐々木 蔦子 尾上 隆之 尾上 浪恵

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 金本 簾渉
神野 魁 神野 寿枝 河北 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 日下部 晃 日下部 真 日下部 奈緒子
國貞 篤 高羅 秀明 高羅 澄子 高羅 貞巳 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 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 佐藤 豊
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 式井 加樹人 式井 一博 柴田 聖 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 高木 美香 高木 汰偉伽 高橋 峻 高橋 研 高橋 麻吏江
高橋 惇 舘 昌彦 田中 賢治 田野 睦月 田野 ひとみ 土田 繁

恒矢 信輝 恒矢 保雄 恒矢 景子 寺島 早雅 戸島 花菜 戸島 景子
鳥羽 良子 豊住 大喜 豊住 直記 豊住 公美 長崎 由紘 長崎 美帆
中谷 優太 中谷 誠 中谷 あゆみ 中西 翔大 中西 正人 中村 郁翔
中村 規代 成田 圭介 成田 紀子 西田 祐子 西田 壮太 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 水越 清志 水越 美紀
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
三宅 耕三 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 諸戸 則佑紀
矢次 晴 矢次 豊 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 山口 明香 山根 一枝 山本 幹泰 山本 雅人
山本 晃輔 山森 文裕 山森 貴子 山道 康仁 吉川 由夏 吉川 厚司
米川 直樹 米川 陽子 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） 落合 泰子（1口）
尾上 政広（1口） 亀田 佳子（1口） 木下 チエコ（1口） 後藤 亜也（1口）
佐脇 建也（1口） 重松 良祐（1口） 下野 幸助（1口） 祖父江 禮子（1口）
服部 真澄（2口） 服部 義久（1口） 服部 敏子（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） 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。



桑名中央ロータリークラブ（100,000円） 阪口歯科（30,000円） 河北 晃史（3,000円）
デンソーはあとふる基金（100,000円） 土田 繁（10,000円） 松田 英明（12,000円）
㈱リョウケンホールディングス（10,000円） 丸山 康人（3,000円）
日本女子テニス連盟（50,000円）
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■編集／広報委員会

■印刷は富士ゼロックス三重株式会社様にご協力いただいています

運営関係 競技関係

運営委員会 6月中旬 場所未定 5月12日時点では、全てのプログラムを中断しています。

広報委員会 6月中旬 ＳＯＮ・三重事務所 詳細はSON・三重ホームページでご確認下さい。

運営委員会 7月中旬 場所未定

広報委員会 7月中旬 ＳＯＮ・三重事務所 イベント

運営委員会 8月中旬 場所未定 フレンテ祭り出店（6月） 登山プログラム（8月）

ニュースレター発行 7月下旬 ＳＯＮ・三重事務所 チャリティイゴルフ（10月）

＊5月12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） ㈲マインドビルディング（30口） 伊藤印刷㈱（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） ㈲市野建築（2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） ㈱ペガサス（1口）
三重リコピー㈱（1口） ㈱ケイテックサービス（1口） ㈲マレック向陽（1口） ㈱木下（1口）
㈲エヌジーアイ（1口） ㈱オートモール（10口） ㈲坂倉鉄工所（1口） ミフジ㈱（1口）

Ⅰ：継続的なトレーニングと成果の発表の場である競技会を提供
スペシャルオリンピックスでは、多くの場合、1週間に1度、2時間ほど、ボランティアのコーチと共にスポーツ
を楽しみ、一定の期間（約2ヶ月）のトレーニングの後、その成果を競技会、大会で発表します。

Ⅱ：ひとりひとりに合わせたプログラムの実施
スペシャルオリンピックスに参加するアスリートのひとりひとりの競技能力に合わせてプログラムを提供しています。

Ⅲ：能力を充分に発揮できるようディビジョニングを実施
スペシャルオリンピックスの競技会では、可能な限り同程度の競技能力のアスーリートが競技できるように、性別、
年齢、競技能力などによって、グループ分け（ディビジョニング）を行います。

Ⅳ：頑張った全てのアスーリートを称え全員を表彰
表彰台の上では、全てのアスーリートに、メダルやリボンがかけられます。順位だけでなく、競技場に立ち最後まで
競技をやり終えた事に対して、一人一人にかわらぬ拍手が贈られます。

スペシャルオリンピックス活動の特徴について


