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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プログラムと、その成果の発
表の場である競技会を年間を通じ提供し、社会参加を応援する国際的なスポーツ組織です。
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2021年度SON・群馬総会が開催されました

2021年7月発行

2021年度のSON・群馬の総会は4月4日15時から高崎市総合福祉センターで開催されました。
2020年度の事業報告と収支決算報告、2021年度の事業計画と予算案、休会制度の制定、慶弔規定
の改訂について審議が行われ、各議案ともに原案が承認されました。
群馬県でも新型コロナ感染への対策強化が求められているなか、感染対策として今回はオンライ
ン会議形式を併用することに取り組みました。40名の参加者のうち10名がリモート参加という形
になりました。今後の感染状況にもよりますが、今後はオンライン会議を進めていく予定です。
また、各プログラム活動においても、それぞれに感染対策を実施しながらの活動を行っていると
思いますが、早く本来の活動に戻れることを願っております。
昨年は多くのイベントが中止を余儀なくされました。今年もユニファイドボウリング大会、チャ
リティゴルフ大会など行事の大半を中止せざるを得ない状況ですが、アスリートの皆様にはコロ
ナ禍でもできることを見つけ、前向きに立ち向かっていただきたいと願っております。

事務局長 河島

専門委員会の活動について

・定例のスポーツプログラムの活動方針及び予算の策定

・スポーツプログラムの充実を図る　・ユニファイドスポーツの計画及び実行

・スポーツボランティアコーチの育成及び充実　　　

・収入バランスが会費、寄付金、助成金のいずれかに偏らないよう配慮する

・財務状況を監視、点検し、正常な状態を保つよう助言、補助する　

・イベント行事等を実施、あるいは参加し、収入を確保する

・ファミリーに情報を発信し、ファミリーがあらゆるイベントに積極的に参加し

   やすくする　　・ファミリー同士の交流を図る

・アスリートがリーダーシップを発揮する機会を作り、応援する

・スポーツボランティアコーチへファミリーやアスリートの要望をまとめ伝える

・定例プログラムや大会時の安全確保に気を配る

・アスリート及びファミリーの健康増進を諮る取り組みを行う

・本部の取り組みを理解し、協力する

・組織の活動状況を発信する　・活動状況を発信するための情報収集を行う

・イベントへの参加者や観客を増やす工夫、広報活動を行う　　

スポーツプログラム
委員会

財務委員会　

ファミリー委員会

医療安全対策委員会

広報委員会

昨年6月の総会にて発効された専門委員会規約の中で、各委員会の活動についてお知らせします。
各委員会は全ての競技から最低１名の委員を選出することが望ましいとなっています。
アスリートが充実したプログラム活動ができるようにファミリーの皆さんのご協力をお願いいたします。

※広報委員の活動の中にホームページがありますが、ホームページの作成や管理
QRコードの作成等については、小熊さん（陸上）が担当してくださっています。
いつもありがとうございます。

SON群馬の
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
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私は群馬大学理工学部機械科修士２年の青木和也と申します。
この活動に初めて参加したのは大学１年生の時で、現在はテニスと陸上競技

において、アスリートと一緒に体を動かす楽しさを感じながら、練習の立案や
プレーの指導を行っています。この活動の特徴として、様々な年齢や立場の方
が参加し、アスリートの持つ障害の特性も一人一人異なるため、私はこの違い
を互いに理解し、その人しか達成できない価値を共に実現する必要があると考
えています、そのために、相手の考えを徹底的に受け止め、明確で前向きな意
思表示やアドバイスを行い、改善できる事があればすぐに行動に移すことで参
加者に寄り添うことを心掛けています。

テニス

競 泳 昨年からのコロナ禍の中、今年は1月が感染拡大により群馬県の
警戒度が４になり、プログラムを中止しました。２月はカリビアン
ビーチが設備点検による休館のためお休みでした。３月と４月は感
染拡大防止に努めて、実施しました。５月になり再度感染拡大によ
り６月末まで中止としました。７、８月は夏休みによる繁忙期とな
るため、プログラムは実施していないため、９月からの活動再開を
予定しています。

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

【大会開催日】 ２０２２年１１月４（金）～６日（日）
【 実施競技 】 陸上競技・バトミントン・バスケットボウル・ボウリング・馬術・

サッカー・柔道・競泳・卓球・テニス・フライングディスク・自転車

３月から始まったプログラムも群馬県の警戒レベルに合わせて中止と
なり、７月から再開、８月はお休みのため、９月から後半のプログラ
ムが始まります。早く安心して活動できることを願っています。
今回はコーチとして、プログラムを支えてくださっているボランティ
アさんを紹介します。

ボランティアさん紹介

Thank you

夏季ナショナルゲームのお知らせ

２０２３年にはドイツでスペシャルオリンピックス夏季世界大会が予定されており、
その国内選考を兼ねています。

今回は競泳プログラムに協力してい
ただいているカリビアンビーチ職員の
西脇敦史さんを紹介します。西脇さん
はコーチとして、練習内容を考えて、
アスリートにあった指導をして下さい
ます。クロールや背泳ぎ、平泳ぎの練
習もしています。アスリートは男子が
多いのですが、男性ボランティアが少
ないため、更衣室での着替えの支援も
してもらっています。いつもありがと
うございます。（マネージャー福田）
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陸 上
陸上は、群馬大学のグランドを使用して、大きな声で元気に和

気あいあいと実施していたところですが、新型コロナの影響によ
り、当たり前のように今まで出来ていたことが出来なくなり、新
しい生活スタイルのなかで色々と練習場所を探しながらの活動を
行っています。副委員長の近藤さんのご協力を受け、前橋の王山
運動場や敷島公園で山西先生を中心に、ボランティア、アスリー
トともに、トラックで走れることを感謝しながら実施。スタート
練習やチームに分かれたリレーに挑戦しています。少しでも早く
コロナが収束し、笑顔で集まり活動出来る日を待ち望んでいます。

（マネージャー船津））

スキー&スノーシューイング

スキープログラムではコロナ感染を考慮し今期の
プログラムは全て中止致しました。
アスリートは陸上やテニス､ボウリングなど他のプ
ログラムで活動を行ったり、スキーやスノー
シューの自主トレーニング、マラソンなどに励ん
でおります。
また、ボランティアコーチから体の使い方が滑ら
かでないアスリートにはけん玉を練習するとよい
とアドバイスがあり実践していて、どちらかとい
えばファミリーの運動不足が心配される状況です。

安心して来季のプログラムが開催されることを一同心待ちにしてい
ます。 （マネージャー大久保）

ボウリング

パークレーン高崎の宮沢さんをはじめ、スタッフとボ
ランティアの方々に支えられて、アスリートとファミ
リーの交流の場となり、活動してきました。
現在コロナの影響で活動休止していますが、1日も早
く再開ができ、アスリートや皆さんが楽しく活動して
いる姿が見られるよう願うばかりです。

(マネージャー池田）

「すべてを力に」 SO群馬のアスリートへ

２０２１年３月２０日（土）新桐生市陸上競技場（森エンジニアリン
グ桐生スタジアム）竣工式のオープニングイベントで、有森裕子さん
と山西哲郎さんのトークショーが行われました。
右のサイン色紙は、有本理事長から群馬のアスリート達に頂きました。
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ジャパン（株）様にご協力いただきました

SON・群馬 プログラム紹介

【ボウリング】毎月第２･第４土曜日
午前１０時～

パークレーン高崎（高崎市歌川町）

【テニス】毎週日曜日
詳細は事務局にお問い合わせください

※１、２、８月休み

【スキー＆スノーシューイング】
詳細は事務局にお問い合わせください

【競泳】毎月第２・第４土曜日
午後２時～

カリビアンビーチ（桐生市新里町）
※２、７、８月休み

【陸上】毎月第２・第４日曜日
午後１時３０分～３時

詳細は事務局にお問い合わせください

ソニー生命保険（株）群馬支社JAIFA 富士ゼロックス群馬（(株) (株)登利平 専精寺

(株)藤岡クロスパーク (株)吉野工業所群馬工場 君島不動産鑑定士事務所 (株)シバヤマ

(株)ヒロパックス 新井工業 大滝クリニック 河内歯科医院 ケーズファクトリー

津久弘織物工場 宮下耳鼻咽喉科

(順不同・敬称略）

(順不同・敬称略）

（公財）富田昭子ガールスカウト振興財団 コカ・コーラボトラーズジャパン（株）

（株)上毛新聞社 パークレーン高崎 カリビアンビーチ
皆様のご支援、ご協力に
感謝申し上げます。
ありがとうございます。

企業・団体賛助会員

支援・協力企業・団体

個人賛助会員

(順不同・敬称略)

賛助会員企業紹介

株式会社登利平は、鳥料理専門店として
昭和28年創業以来、群馬県を中心に埼玉
県、栃木県に店舗展開を図ってまいりま
した。弁当の製造販売を軸に、レストラ
ン経営、宴会料理や法要料理、焼き鳥や
唐揚げなどの調理販売を行っております。

特に弁当分野においては、群馬県優良県産品に推奨されている
「上州御用鳥めし弁当」は、1時間に約5,000個の製造が可能です。
お弁当の配達も市内10個からご指定の場所・時間にお届けしており
ます。鳥めし弁当においては当日雨天などの注文キャンセルも可能
です。ぜひ一度ご賞味ください。

株式会社登利平様
前橋市公田町667-2

スペシャルオリンピックスは非営利活動で、ボランティアと善意の寄付によって行われています

池田 通広 池田 由紀子 磯田 政夫 今井あゆみ 今井佑 岩崎公恵

岩崎政信 内田 優 大久保憲人 大島 寿之 大島 良規 大塚 英子

大塚 伸一 大橋厚子 大橋弘一 大山秀成 小熊洋子 小倉三郎

小倉康徳 鍵田 一弘 鍵田 正江 柏瀬瞬 加藤和枝 金井 すみ代

金井 康昭 河内 貴巳子 河内 由宇 桒原泰一 小池 貴恵 小池 浩

木暮 巌 木暮 真理 近藤 竣亮 近藤 稜汰 近藤ひとみ 清水明弘

清水章 清水恵美子 清水恵子 清水順葵 清水崇志 清水洋造

鈴木徹朗 鈴木広子 鈴木美奈子 高野知夫 高橋一明 高橋和男

高橋 知宏 高橋悠太 高橋 佳宏 武田明子 武田和浩 田畑 千寿子

津久井啓介 戸川良雄 中里 江見子 中里 初枝 中澤 静子 中村保和

深町貢 福田勝 福田康晴 船津久美 松井きみ江 松井輝

松井博 松浦サトミ 松本 富士夫 松本圭司 松本麗子 道又 薫

宮原修 村上忠義 森和子 八木秀彦 山内 健太郎 山内 航太郎

横手 信子

(2021年6月受付分）


