
2015年スペシャルオリンピックス日本　ユニファイド・アクト　開催イベント一覧

行事名 内容 電話 メール

1 SON・北海道 9月26日 ユニファイド・ボウリング大会
アスリート、パートナー、ボランティアが一
緒になってチームを作り、ボウリングを楽
しむ

札幌市　サンコーボウル 募集終了 011-709-3303 son_hokkaido@son.or.jp

2 SON・山形 9月26日 SON・山形陸上競技会
陸上競技会にてユニファイドリレー等、楽
しいユニファイドスポーツ種目を実施

米沢市営陸上競技場 募集終了 023-632-3430 son_yamagata@son.or.jp

8 SON・栃木 9月26日 みんなで楽しくスポーツしよう！

県内プロスポーツチームのメンバーとアス
リートが一緒になって、スポーツ・レクリ
エーションを楽しむ（リンク栃木ブレック
ス、栃木SC）

若草アリーナ、広場（宇都宮市） 募集終了 028-612-1540 son-tochigi@bc.wakwak.com

3 SON・群馬 9月26日 ユニファイド ボウリング大会
アスリートと一般参加者がチームを作る。
ベーカー方式でのチーム対抗ボウリング
大会。

パークレーン高崎 募集終了 027-325-7788 son_gunma@son.or.jp

4 SON・茨城 9月26日 ユニファイド・フロアホッケー
参加者全員でフロアホッケーを練習して
ゲームを楽しむ・伊奈高校吹奏楽部の演
奏・エアロビクス

茨城県立伊奈特別支援学校 参加者募集中！ 029-887-6644 son_ibaraki@son.or.jp

5 SON・埼玉 9月26日
① さいたま市ユニバーサルス
ポーツフェスティバル　での出店
② コーチクリニック

①フロアホッケーの紹介・体験コーナー、
ＳＯ紹介ブース

さいたま新都心駅西口けやき広
場

048-262-6488 son_saitama@son.or.jp

6 SON・東京
①9月13日
②9月26日
③9月27日

①フィギュアスケートプログラム
②MDP（機能開発プログラム）／
   フロアホッケー／
    バレーボール
③ボウリング／バスケットボール

SON・東京で実施する様々なスポーツのト
レーニング会場で、アスリートと共にス
ポーツを楽しむ

①東伏見ダイドードリンコアイス
アリーナ
②国立オリンピック記念青少年
総合センター／江東特別支援学
校／八王子市市民体育館分館
③東京ポートボウル／国立オリ
ンピック記念青少年総合センター

①募集終了
②募集中！
③募集中！

03-3615-5569 office@son-tokyo.or.jp

7 SON・山梨 9月26日 ユニファイドボウリング大会
アスリートと一般参加者が2人1組でチー
ムを作り、ボウリングを楽しむ

山梨パークレーンズ 080-2055-7410 son_yamanashi@son.or.jp

8 SON・長野 9月26日 ユニファイドサッカーイベント

J３長野パルセイロレディースチームのエ
スコートキッズ入場、優勝決定戦試合観
戦、レディース選手とのユニファイドサッ
カー教室開催。

南長野運動公園総合球戯場 026-225-1550 son_nagano@son.or.jp

9 SON・新潟 9月26日
ユニス・ケネディ・シュライバー・
デー
交流イベント

アスリートと一般参加者がフロアホッケー
競技を通じて交流をするイベント

新潟市秋葉区総合体育館 募集終了 025-378-0171 son_niigata@son.or.jp

10 SON・富山 9月26日 ユニファイドボッチャ大会

SON・富山では今年度よりボッチャプログ
ラムがスタート！アスリート、パートナー、
ファミリー、ボランティアでチームを作り、
ボッチャを楽しむイベントです。

富山市障害者福祉プラザ　多目
的ホール（1F）

募集終了 090-6273-3129 info-sp@son-toyama.jp

10;00～12:00

11 SON・愛知 9月26日 ユニファイドボウリング大会
アスリートと一般参加者が一緒になって
チームを作り、ボウリングを楽しむ企画

スポルト名古屋 052-882-5150 soaichi@sage.ocn.ne.jp

12 SON・三重 9月27日 第１回チャレンジドカップ
ボーダレスフットサル大会。障害のある人
とない人で構成されたチームや企業単位
のチームが参加。

NASPA四日市　（フットサルコー
ト）

080-3623-8228 info@sonmie.org

13 SON・奈良 9月26日
ボッチャとフライングディスクをみ
んなで楽しみましょう！

SON・奈良ではまだ実施していないフライ
ングディスクとボッチャと、アスリートや一
般の参加者が一緒に楽しむ企画。
アスリート委員会が中心となって準備を進
めている。

奈良県大和郡山市九条公園ス
ポーツセンター

0742-53-0511 son_nara@son.or.jp

29 SON・和歌山 9月26日 コカ・コーラ自動販売機の清掃
県内に設置している支援自販機12台の
清掃

県内全域 0736-37-3623 son_wakayama@son.or.jp

14 SON・滋賀 9月26日 ユニファイドボウリング大会

アスリート、ファミリー、コーチ、ボランティ
アがその立場の違いを超えて、参加者全
員でボウリングを楽しみたいと考えており
ます。

エースレーン近江八幡
（近江八幡市出町736）

参加募集中 0748-72-7810 son_shiga@son.or.jp

10時～13時 http://son-shiga.jp/

15 SON･岡山 9月26日

両備スポーツマンクラブにて午前中はボ
ウリング、午後はテニス・卓球・ダンス。テ
ニスや卓球はアスリートとダブルスに挑
戦。

両備スポーツマンクラブ 086-200-1155 son-okayama@rios.co.jp

16 SON・鳥取 9月26日 ユニファイドスポーツ交流会
アスリートと一般参加者がチームを組み、
卓球とフライングディスクを楽しむ

救護施設ゆりはま大平園　体育
館

募集終了 0857-30-6858 son_tottori@son.or.jp

13：00～16：00終了予定 http://son-tottori.jp/

17 SON・島根 9月26日 ユニファイドボウリング大会
アスリートと一般参加者がチームを組み、
ボウリングを楽しむ。

松江センターボウル 募集終了 0854-49-8500 son_shimane@son.or.jp

会場日程地区組織 参加者の募集
問合せ先

http://www.son-saitama.org

http://www.son-tokyo.or.jp/
https://www.facebook.com/specialolympicsnippontoky
o

http://www.son-hokkaido.org/

http://www.son-yamagata.or.jp/

http://blog.livedoor.jp/son_okayama/

http://www.son-nara.com

http://son-shimane.homepagine.com

http://www.sonmie.org/

http://www.son-nagano.com/

http://son-niigata.com/

http://www.son-toyama.jp/

http://son-aichi.jp/index.html

http://son-tochigi.jimdo.com/

http://www.ne.jp/asahi/so/gunma/

https://www.facebook.com/soibarakiprep
http://son-ibaraki.jimdo.com/

http://son-yamanashi.net
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18 SON・山口 9月26日 ユニファイドボッチャ大会

午前はボッチャ大会、午後は交流会。障
害の有無に関係なく楽しめる一日。昼食
にカレーを用意しています。アトラクション
としてよさこいの演舞あり。

山口市阿知須体育センター 募集終了 070-6571-7381 son_yamaguchi@son.or.jp

19 SON・愛媛 9月27日 ユニファイドスポーツデーinみなら

陸上競技とバドミントンを通じて、障害の
ある人とない人が交流する企画。
午前中は土佐礼子さんによるストレッチ、
走法指導。午後はバドミントンのダブルス
試合。

みなら特別支援学校 089-941-5630 son_ehime@son.or.jp

20 SON・福岡 9月26日

EKSデー　ユニファイド・アクト
「ライブ＆ダンス・ダンス　みんなで
踊ろう　ダンスワークショップ」

JPOPダンス、手話ダンス、ミュージカル体
験のワークショップを通じて、アスリートと
参加者が交流し、共にダンスを楽しむ他、
精華女子高校ダンス部のパフォーマンス
も予定。

福岡市男女共同参画推進セン
ター　アミカス4階　ホール

092-741-0799 info@son-fukuoka.gr.jp

14：00～16：00

21 SON・熊本 11月22日
アスリート共に楽しもう
ユニファイド運動会

障がいのある人もない人も一緒に楽しむ
運動会です。
ドリームサポーターの小島智子さんも来ら
れて、地元の子供たち、アスリートとチア
ダンスも楽しみます。

水前寺競技場
参加者募集中!
（10/23締め切り）

096-288-2781 so-nkuma@ceres.ocn.ne.jp

22 SON・沖縄 9月26日 ユニファイドスポーツデー
フライングディスク、パターゴルフ大会。ア
スリートによるエイサー披露(アスリートに
よる指導共演）

ミュージックタウン音市場１Fフロ
ア

070-5489‐8164 http://www.facebook.com/sonokinawa

PM2:00～PM4:００

http://sonyamaguchi.com

http//www.son-kumamoto.jp

http://www.son-fukuoka.gr.jp

http://www.son-e.com


