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ミッション / ビジョン

＜ ミッション ＞
知的障害のある人たちに年間を通じて、オリンピック競技種目に準じた様々なスポーツトレーニングと
競技の場を提供し、参加したアスリートが健康を増進し、勇気を奮い、喜びを感じ、家族や他の
アスリートそして地域の人々と、才能や技能そして友情を分かち合う機会を継続的に提供すること。

＜ ビジョン ＞
スペシャルオリンピックス日本は、知的障害のある人々とのスポーツを通した様々なユニファイド活動により、多くの気づ
きと行動を生み出します。
※本ビジョンを推進する事業を「Be with all 事業」と称する。

ステイトメント： 多様な人々が活きる社会の実現を目指す
ス ロ ー ガ ン： 「Be with all」
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Be with all 事業

2021年に実施した「Be with all」事業
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2021年3月13日 Zoomで楽しくユニファイドトレーニング supported by ANYTIME FITNESS

2021年3月20日 SON×JAL フレンズミーティング

2021年3月21日 アルバルクSOデー ハーフタイムPR（トヨタ自動車株式会社様 / アルバルク東京様）

2021年4月29日 国際ダンスデー！（トヨタ自動車株式会社様 / アルバルク東京チア様）

2021年4月29日 トヨタOne heart, one mind（トヨタ自動車株式会社様 / SO北米・SO欧州・ユーラシア）

2021年5月29日 SON×B.LEAGUE みんなでモザイクアートを完成させよう！

2021年9月11日 アスリートストーリー発表会 リハーサル（トヨタ自動車株式会社）

2021年9月12日 アスリートストーリー発表会2021

2021年11月20日 SON×三井住友海上 柔道オンラインイベント

2021年10月2日
～11月30日

SONオンラインマラソン2021

通年（全12回） アスリートアンバサダーミーティング（月1回/年）、
インタビュー企画（全5回－初回講座含む）



Be with all 事業

Be with all 「Zoomで楽しくユニファイドトレーニング第２弾

supported by ANYTIME FITNESS」

SONスポンサーのAnytime fitness様が店舗にSONアスリートやファ

ミリーを招待いただき、店舗でエニタイムのトレーナーの方と一緒にト

レーニングをする「ユニファイドトレーニング」の取り組みを定期的に実施

いただいています。

昨年に引き続き、コロナ禍で店舗でのユニファイドトレーニングが実施

できない代わりにオンライン上で自宅で楽しくできるオンライントレーニン

グを実施いただきました。イベント後、参加者にはオリジナル壁紙は配

布いたしました。
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開催日時 2021年3月13日（土）10:00～11:40

参加対象者
SON関係者
（パートナー、コーチ、ボランティアなども含む）

参加人数 112名

内容
第1部 みんなで楽しくエクササイズ
第2部 みんなでしっかり体幹トレーニング



Be with all 事業

Be with all「SON×JAL フレンズミーティング」

知的障害のある人やそのご家族のなかには、飛行機に搭乗する際に不安に思っていることがある方もいます。飛行機やサー
ビスについて知ることにより、もっと飛行機に親しみを持ち、「フレンズ」の名称が意味しているとおり、長年スポンサーをして下
さっている日本航空（JAL）様とSONアスリートが楽しく交流し、お互いを知ることを目的に開催しました。

リモート工場見学では飛行機の機体を間近に見ることができ、また、交流会ではSONアスリートとファミリーからの質問にお
答えいただき、またトップアスリートである JALアスリート社員の 皆様には、日頃気をつけている体調管理についてや、簡単
なおうちでできるトレーニングをご紹介いただきました。
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開催日時 2021年3月20日(土）11:00～12:10

連携企業 日本航空株式会社 様

参加者数 100名（50組）

内容
1部

JAL リモート工場見学
「オンラインで飛行機のことを知ろう！」

2部 交流会

報告書
https://www.son.or.jp/wp-
content/uploads/2021/06/484e368f8ed557f100d77f78620363bc.pdf

https://www.son.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/484e368f8ed557f100d77f78620363bc.pdf


Be with all 事業
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開催日時 2021年3月21日(日）

連携企業 トヨタ自動車株式会社 様、アルバルク東京 様

内容
■アルバルク東京の試合にてハーフタイムでSOをPR
■有森裕子理事長、小塚崇彦様のご参加
■安田翔飛さん（SONアスリート）のビデオメッセージ

アルバルクSOデー ハーフタイムPR

昨年に引き続き、トヨタ自動車株式会社様、アルバルク東京様のご協力
のもと、SO活動をPRするSOデーを実施いたしました。当日はアルバルク
東京様のホームゲーム・ハーフタイムにて、有森理事長とSONドリームサ
ポーター・小塚崇彦様より観客、選手に向けてPRを行った。また、アス
リートアンバサダー・安田翔飛様からのビデオメッセージを会場で放映して
いただきました。



Be with all 事業
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開催日時 2021年4月29日（木）

連携企業
トヨタ自動車株式会社 様
アルバルク東京チア 様

国際ダンスデー！

世界のSOアスリートとサポーターが一緒になることを目的に、SO Cheerとアルバルク東京チアのコラボパフォーマンスを
SNSにて発信しました。
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トヨタOne heart, one mind

2020年、新型コロナ感染拡大により、直接会ってエールを交換し合う

ことが出来ないなか、世界、日本のスペシャルオリンピックスアスリートと

トヨタ従業員の皆様が”バーチャルハイファイブ“で繋がる「One Heart , 

One Mind」の企画を実施致しました。今年も再び「One Heart , 

One Mind 2021」を実施し、世界、日本のスペシャルオリンピックスア

スリートとトヨタ従業員がエールを届けあい、つながりを実感し「Be 

with all」を実現させました。
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開催日時 2021年4月29日（木）

連携企業
トヨタ自動車株式会社 様
SONA（SO北米）、SOEE（SO欧州・ユーラシア）

内容 アスリートとトヨタ社員のコラボ映像、モザイクアート制作

絵の数
集まった写真の枚数 262枚
（SOのアスリート133名 トヨタ自動車従業員 129名）

特設サイト https://sonippon.wixsite.com/oneheart-onemind

https://sonippon.wixsite.com/oneheart-onemind


Be with all 事業
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開催日時 2021年5月29日（土）

連携企業
公益社団法人
ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ様

内容

■SONアスリートから計214枚の絵を集め、特設サイトにモザイク
アートを掲載し、参加特典のモザイクアートの壁紙データを送付

■有森理事長と島田チェアマンが「Be with all」と「＃届けバス
ケ」に込めたメッセージを共に発信

■制作したモザイクアートを披露し、有森理事長から島田チェアマ
ンへモザイクアートのフラッグを贈呈

特設サイト https://sonippon.wixsite.com/mosaicart2021

SON×B.LEAGUE みんなでモザイクアートを完成させよう！

新型コロナウイルス感染症拡大により、スポーツできる場が少なくなっております。そのよ
うな中でもB.LEAGUE様とSONはスポーツを通じて希望を見出してきました。ともにこ
の苦境を乗り越えて、「みんなが輝き、誰ひとり取り残されない社会、未来」を創り上げ
ていくために、アスリートやその他多くの皆さんの願いや想いがこもった絵を集め、１つの
モザイクアートを完成させました。

https://sonippon.wixsite.com/mosaicart2021


知的障害者の支援・育成
（ALPs事業）

アスリートストーリー発表会 リハーサル
アスリートストーリー発表会に先駆け、アスリート（発表者）とトヨ

タ社員様（アドバイザー）によるリハーサルを実施いたしました。リ

ハーサル後には、SONアスリートとトヨタ社員がペアのグループを作

り交流しました。リハーサルでのアスリートのスピーチを見ていたトヨタ

社員様からフィードバックを頂くなど、本番に向けたエールを送って

頂きました。
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開催日時 2021年9月11日（土）14：00～16：00

ご協力 トヨタ自動車株式会社 社員様

参加人数
トヨタ自動車社員様：11名
SONアスリート ：10名



Be with all 事業

アスリートストーリー発表会
アスリートリーダーシッププログラム（ALPs）の一環として、オンライン会

議システムを活用しながら、SONアスリートの発信・交流の場として、ア

スリート自身が作り上げていく「アスリートストーリー発表会2021」を開

催しました。日頃からアスリートを応援していただいている多くの方々、

また、SONをご存じなかった方にもご視聴いただき、SONアスリートの

熱い想いを届けることができました。
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開催日時 2021年9月18日（日）10：30～12：30

参加アスリート 全国SON地区より10名

参加人数 SONアスリート 10名、審査員ゲスト 6名、司会 2名

同時視聴者数 742名（YouTube Live配信）

表彰内容
最優秀賞、優秀賞、審査員特別賞、
ドリームサポーター賞（各1名）

告知サイト https://www.son.or.jp/news/event/20210904.html?p=10427

https://www.son.or.jp/news/event/20210904.html?p=10427
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SON×三井住友海上 柔道オンラインイベント

三井住友海上火災保険株式会社様（以下、三井住友海上）と

協働で開催したBe with all 事業で、 （以下、三井住友海上）

社員でもある女子柔道部の皆様にご協力いただきました。SONアス

リートと知的障害のある方を対象にオリンピアンの方々とSONアスリー

トをつなぎ、「柔道」をテーマにオリンピアンズトーク、柔道技クイズ等、オ

ンラインでも楽しんでいただけるプログラムを配信しました。
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開催日時 2021年11月20日（土）

連携企業 三井住友海上火災保険株式会社 様

会場 三井住友海上世田谷道場（東京都世田谷区）

参加人数
三井住友海上 女子柔道部員・関係者 12名
平岡拓晃氏（SONドリームサポーター/SON理事)
SONアスリート 50名

告知ページ https://www.son.or.jp/news/event/20211030.html?p=10720

https://www.son.or.jp/news/event/20211030.html?p=10720


Be with all 事業

SONオンラインマラソン2021の開催
昨年、全国の知的障害のある人たち（アスリート）にスポーツを楽しむ機会

を提供し、世界の人が“つながれる”「スペシャルオリンピックス日本（SON）

オンラインマラソン2020」を開催致しました。2021年は「Run with all」を

テーマに掲げ、いつでも、どこでも、そして誰でも、同じ目標をもって心を共に

走ることができる“ユニファイド”マラソンを実施しました。2021年は、SO活動

が行われている201の国と地域を回る「世界1周（約19万キロ）」を目指し、

10月2日から11月30日の期間で開催し、11月13日に目標を達成しまし

た。
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開催期間 2021年10月2日（土）～ 11月30日（火）

総走行距離 324,886 ㎞

参加者数

■計5,044名
・ SONアスリート：533名
・ SONアスリート以外の知的障害者：16名
・ SONスポンサー企業社員： 615名
・ その他： 3,880名

特設サイト https://sonippon.wixsite.com/onlinemarathon2021

https://sonippon.wixsite.com/onlinemarathon2021
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SONオンラインマラソン2021 開会式

SONオンラインマラソン2021の開会式を開催しました。

当日は山本ゆうじ氏による司会進行、特別ゲストとしてシドニー五輪 女子

マラソン金メダリストの高橋 尚子様をお迎えしました。また、SONドリームサ

ポーター小塚崇彦様にもリモートでご出演いただき、有森裕子理事長との

トークセッションを実施しました。
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開催日時 2021年10月2日（土）11:00～11:45

開催場所
アシックス スポーツコンプレックス 東京ベイ
（東京都江東区）

視聴者数 193名（事前予約制）

告知サイト https://www.son.or.jp/news/event/20210922.html?p=10603

https://www.son.or.jp/news/event/20210922.html?p=10603
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SONオンラインマラソン2021 付帯イベント

より多くの方々にSONオンラインマラソン2021に参加いただき、ユニファイド活動、

及びSO活動に参加・認知していただきたく、SONオンラインマラソン2021に趣

旨賛同いただき、SONオンラインマラソン2021と連携していただけるランニング／

ウォーキングイベントを募集しました。
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地区組織との連携企画

SON・11地区組織と連携 759名参加 1,478km走行
■連携地区組織（県名）：
山梨、長野、新潟、愛知、奈良、和歌山、滋賀、岡山、鳥取、香川、熊本

他団体との連携企画

■ライブランとの連携 251名参加 963Km走行
■エニタイムフィットネス様との連携 2,060名参加 23,304Km走行

SON・長野の陸上プログラムと有森理事長



Be with all 事業
（アスリートアンバサダー）

SONアスリートアンバサダー 広報活動

2020年の9月より、アスリート自身が自ら発信をする新しい広報活動として”SONアスリートアンバサダー”を始動しま

した。2021年は全12回定例ミーティングを実施、また年間を通じてSO活動をより多くのかたに知ってもらうための広

報活動を行いました。前半は毎回のテーマに合わせて、自分の考えや経験を言葉で伝える練習に取り組み、その成

果の発表の場として、 全国代表者会議での自己紹介発表や、アスリートストーリー発表会での司会を担当しました。

後半では、アスリートアンバサダーがSO活動にかかわるさまざまな人にお話を聞いて、それを発信するという“インタ

ビュー企画”を始動させ、計4回のインタビューを実施しました。2021年12月末をもって第1期を終了し、2022年1

月からメンバーを刷新し、第2期目を始動いたします。
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アスリートアンバサダー 安藤 里未（SON福岡）、藤本 愛史（SON神奈川）、安田 翔飛（SON島根）

活動内容
■アルバルク東京の試合で、SONの新スローガン“Be with all” を、ビデオメッセージでPR
■オンラインイベントで、活動PRやお礼のメッセージを担当。
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Be with all 事業
（アスリートアンバサダー）

「SON×JAL フレンズミーティング」で
の安藤里未さんの様子

参加したアスリートを代表し、JAL社
員様へお礼を述べました。

イベント詳細は4ページ参照
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Be with all 事業
（アスリートアンバサダー）

SONオンラインマラソン2021開会式での藤本 愛史さ
んの様子

有森理事長、ゲストの高橋尚子さんと共に式を盛り
上げました。

イベント詳細は12～13ページ参照
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Be with all 事業
（アスリートアンバサダー）

アルバルク東京様・SOデー ハーフタイムPRでの安田
翔飛さんの様子

試合会場の巨大スクリーンで会場の皆さんへお礼メッ
セージを届けました。

イベント詳細は5ページ参照



Be with all 事業
（アスリートアンバサダー）

会議・イベント活動

2021年3月28日（土）に開催された全国代表者会議で、

開会スピーチや自己紹介を発表しました。

また、同年9月に実施されたアスリートストーリー発表会では、

司会とアスリートアンバサダー活動の発表を担当しました。
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インタビュー実施日 内容

2021年5月2日（日） 株式会社日テレアックスオン・藤野 様よりインタビュー講座（動画）

2021年5月15日（土） SONドリームサポーター・小塚崇彦 様へのインタビュー（動画）

2021年7月3日（土） SONドリームサポーター・渡邉拓馬 様へのインタビュー（動画）

2021年8月21日（土）
SON地区組織 神奈川（山ノ内さん）、島根（藤原さん）、福岡（盛田さん）へのインタ
ビュー（動画）

2021年11月20日（土） SONアスリート・熊本（山野さん）、福岡（田中さん）へのインタビュー（動画）

活動報告書一覧 https://www.son.or.jp/athlete/story/index.html

インタビュー企画
自分の経験や考えなどを発信する取り組みの次のステッ
プとして、“インタビュー企画” を始動しました。アスリート
ならではの視点で、SO活動にかかわるさまざまな人にお
話を聞いて、その想いを伝えることを目的として実施しま
した。

https://www.youtube.com/watch?v=5F_Bmthg77E
https://www.youtube.com/watch?v=3_6G0w4NfhY
https://www.youtube.com/watch?v=-LknCjL3nQU
https://www.youtube.com/watch?v=Xg6-sM2x50E
https://youtu.be/XG7G7EyaZ30
https://www.son.or.jp/athlete/story/index.html

