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SON・北海道 9月2日 ユニファイド陸上競技会

障害のあるなしに関わらず、会員以外の方にも広く参加を求めて

開催する陸上競技会。全員参加の「チャレンジ100M走（アセス

メントを兼ねる）」や「ユニファイド・リレー」等の競技を行います。

花咲スポーツ公園陸上競技場

（旭川市）
011-215-0661 son_hokkaido@son.or.jp http://www.son-hokkaido.org/

SON・岩手 7月29日 ボッチャ交流会
知的障害のある人とない人が一緒にボッチャを行い、交流を通じて

お互いの理解を深める機会とします。

仁王小学校

（盛岡市）
019-613-5277 son_iwate@son.or.jp -

7月1日 米沢ボウリングレーンズ（米沢市）

8月5日 山形ファミリーボウル（山形市）

SON・宮城 7月22日 - 検討中 調整中 022-711-6835 info@son-miyagi.jp http://www.son-miyagi.jp/

SON・福島 8月19日 ユニファイドボウリング競技会
アスリートとパートナーがペアになって競技するボウリング競技会を

開催します。

タイトーアミューズメントシティ

（郡山市）
024-937-0201 son_fukushima@son.or.jp http://son-fukushima.jp/

SON・栃木 7月16日 ボッチャ体験

街の中の広場(ステージ)において一般の方向けにボッチャ体験を

行います。

(9月に開催されるナショナルゲームの壮行会も行います。）

オリオンスクウェア

（宇都宮市）
028-612-1540 son-tochigi@bc.wakwak.com http://son-tochigi.jimdo.com/

SON・群馬 7月28日 ユニファイドボウリング競技会
アスリートとパートナーがペアになって競技するボウリング競技会を

開催します。

パークレーン高崎

（高崎市）
027-325-7788 son_gunma@son.or.jp http://www.ne.jp/asahi/so/gunma/

SON・茨城 10月6日 ミニ運動会 知的障害のある人とない人が参加するミニ運動会を開催します。
桜体育館

（つくば市）
029-887-6644 son_ibaraki@son.or.jp http://son-ibaraki.jimdo.com/

SON・埼玉 未定 未定
県内市区町村の市民まつり、市民文化祭パレード等に参画でき

ないか検討中
調整中 048-262-6488 son_saitama@son.or.jp http://www.son-saitama.org

未定 ダンスイベント ダンススクールとの合同イベントを実施します。 我孫子市内

未定 ユニファイドイベント 大学生との合同イベントを実施します。 千葉市内

SON・神奈川 8月下旬 ユニス・ケネディ・シュライバー・デー
洗足学園中学高校の生徒と一緒に、バスケットボール・卓球競技

のユニファイド競技会を開催する。

洗足学園中学高等学校

(川崎市高津区)
045-650-5216 son_kanagawa@son.or.jp http://www.son-kanagawa.com/

SON・山梨 未定 - 検討中
萌木の村

(北杜市)
080-2055-7410 son_yamanashi@son.or.jp http://son-yamanashi.net

SON・静岡 7月21日 トーチラン

沼津にあるサッカーチーム「アスルクラロぬまづ」のホームグラウンドで

ある愛鷹広域公園内サッカースタジアムにおいて、SON・静岡PR

ブース出展とハーフタイムにアスリート・ボランティア・ファミリーにてグラ

ウンド一周をランします。

愛鷹広域公園サッカースタジアム

（沼津市）
080-4201-0120 son.shizuoka@gmail.com http://sonshizuoka.wixsite.com/home

SON・長野 7月21日 ユニファイド・アクト

養護学校等から参加者を募り、SOスポーツプログラム体験会を

SON・長野設立20周年記念式典と併せて開催します。大学等

からボランティアも募り、ユニファイドスポーツプログラムの体験会も併

せて開催します。

ホワイトリング

（長野市）
026-225-1550 son_nagano@son.or.jp http://www.son-nagano.com/

SON・新潟 9月17日 パラスポーツイベント

小千谷市で開催されるパラスポーツイベントに、SON・新潟も共催

で参加します。小千谷市および総合型クラブ、スポーツ協会、SO

新潟との共催事業です。SO競技の体験会を計画していますが、

詳細検討中。

小千谷市総合体育館メインアリーナ

（小千谷市）
025-378-0171 son_niigata@son.or.jp http://son-niigata.com/

SON・富山
8月4日

9:00~12:00
合同練習会

地元中学校の生徒さんとアスリートが一緒に卓球の練習を行いま

す。

富山市2000年体育館

（富山市）
090-6273-3129 info@son-toyama.jp http://www.son-toyama.jp/

地区組織 日時 行事 内容 会場
お問合せ先

SON・山形 チャリティボウリング大会
SON・山形のアスリートと一般参加者がチームを組み、ボウリング

のチーム対抗戦を行います。
023-632-3430 son_yamagata@son.or.jp http://www.son-yamagata.or.jp/

SON・千葉 043-306-2066 son-chiba@mx5.ttcn.ne.jp http://www.maroon.dti.ne.jp/son-chiba/
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SON・福井 6月24日 ユニファイドボウリング競技会
アスリートとパートナーがペアになって競技するボウリング競技会を

開催します。

WAVE40

（福井市）
090-9440-2884 son_fukui@son.or.jp https://sites.google.com/site/sonfukui/

SON・岐阜 8月26日 ユニファイドボウリング競技会

アスリートとパートナーがペアになって競技するボウリング競技会・練

習会を開催します。（詳しい競技方法は人員締め切り後、検討

予定）

ＡＣグランド

（岐阜市）
058-230-1616 son_gifu@son.or.jp -

SON・愛知 6月9日 ユニス・ケネディ・シュライバー・デー
アスリートとパートナーが一緒にチームを組んで、ドッチビー及びボッ

チャを楽しみます。

愛知淑徳大学

長久手キャンパス内サブアリーナ

（長久手市）

052-882-5160 soaichi@sage.ocn.ne.jp http://son-aichi.jp/index.html

SON・三重 6月30日 ユニファイドダンス アスリートとパートナーが一緒にダンスをします。
四日市市三浜文化会館

（四日市市）
080-3623-8228 info@sonmie.org http://www.sonmie.org/

SON・京都 7月29日 ユニファイドバスケットボール競技会
アスリートとパートナーがペアになって競技するバスケットボール競技

会を開催します。

京都御池中学校体育館

（京都市）
075-211-1574 son_kyoto@son.or.jp http://www.son-kyoto.com/

7月20日 ユニス・ケネディ・シュライバー・デー
当日、SO関係のグッズを身につけて、職場、学校などへ出かけま

す。
大阪府地域

未定 ユニス・ケネディ・シュライバー・デー
アスリート、ボランティア、コーチ、ファミリーが、日頃取り組んでいる

競技にレクレーションの要素を踏まえた取り組みを実施します。
各競技会場

SON・兵庫 7月7日 ふれあい夏まつり

SO活動について地域へ広報すると共に、アスリート、ファミリー、ボ

ランティアが一緒行うレクレーションイベントを実施します。また、地

域の作業所や地元のアーティストとのコラボ企画を実施します。

神戸市市営地下鉄

西神南駅前 光の広場

（神戸市）

0797-38-5338 son_hyogo@son.or.jp http://www.son-hyogo.jp/

SON・奈良 9月16日 ユニファイドボッチャ競技会
知的障害のある人とない人が一緒にボッチャを行う競技会を開催

します。

金魚スクウェア

（大和郡山市）
0742-53-0511 son_nara@son.or.jp http://www.son-nara.com

SON・和歌山 7月14日 ユニファイドボウリング競技会
アスリートとパートナーがペアになって競技するボウリング競技会を

開催します。

紀の川ボウル

（岩出市）
090-1677-3894 son_wakayama@son.or.jp http://sonwaka.jimdo.com/

SON・滋賀 11月頃 合同イベント
龍谷大学ボランティアサークルとの合同イベントを実施します。

（実施競技については検討中）
調整中 0748-72-7810 son_shiga@son.or.jp http://www.son-shiga.jp/

SON･岡山 7月22日 ユニス・ケネディ・シュライバー・デー

ユニファイドスポーツとして①フロアホッケー②ソフトバレーボール③卓

球競技④ボッチ（SO.ボッチャ）を実施します。第3回目となる

HAP（スペシャルスマイルズ）と、体力測定（体重・体脂肪・血

圧等）を実施します。また、防災訓練として「煙ハウス体験会」を

実施します。

岡山市障害者体育センター

（岡山市）
086-200-1155 son-okayama@rios.co.jp http://blog.livedoor.jp/son_okayama/

SON・広島 7月8日 カヌー体験会とBBQ カヌー体験会とバーベキューを行います。
尾道マリン・ユース・センター

（尾道市）
070-1212-2839 son_hiroshima@yahoo.co.jp http://son-hiroshima.mix-net.co.jp/

SON・鳥取 9月予定 ユニス・ケネディ・シュライバー・デー 知的障害のある人とない人が一緒にフットサルを行います。
ゆりはま大平園

（東伯郡湯梨浜町）
0857-30-6858 son_tottori@son.or.jp http://son-tottori.jp/

8月25日
雲南市役所～三刀屋文化体育館

（雲南市）

8月26日

島根県立男女共同参画センター

～大田市役所

（大田市）

9月2日
島根県庁～山陰中央テレビ本社 往復

（松江市）

SON・山口
7月21日

13:00~
フライングディスク（アキュラシー）

アスリートとパートナーが一緒に競技するフライングディスク競技会を

開催します。

きらら博記念公園多目的ドーム

（山口市）
080-2908-5261 son_yamaguchi@son.or.jp http://sonyamaguchi.com

SON・愛媛 7月15日 ユニファイドスポーツデーｉｎ南予

ユニファイド形式によりサッカーを実施します。午前中はサッカープロ

グラム、午後は競技を行います。愛媛県南部地域でのブランチ設

立に向けて、説明会およびプログラム等の体験を実施します。

宇和特別支援学校 グラウンド・体育館

（西予市）
089-941-5630 son_ehime@son.or.jp http://www.son-e.com

スペシャルオリンピックス日本・島根

トーチラン2018

各地区組織に分火されたスペシャルオリンピックス2018愛知のシ

ンボルとなる大会火を、アスリートとパートナーであるサポートラン

ナーが一緒にリレーし、雲南市～大田市～松江市を繋ぎます。

SON・島根 0854-49-8500 son_shimane@son.or.jp http://son-shimane.homepagine.com

SON・大阪 06-7171-7457 son_osaka@son.or.jp http://son-osaka.jp/
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SON・高知 9月16日 ユニファイドボウリング 高知ライオンズクラブと合同で開催します。
ボウル・かつらしま

(高知市)
088-803-2232 son_kochi@son.or.jp http://www3.ocn.ne.jp/~sonkochi/

SON・香川
7月22日

午後
チャリティー・ボウリング

誰でもが優勝できる形（事前に届け出たスコアと、実際のスコアの

差の小さい方が上位）の「チャリティー・ボウリング」を、アスリート・

ファミリー・ボランティア・一般の方が同じレーンで競い合います。

アミュージアム高松店２Fボウリング

（高松市）
080-4892-0741 sonkagawa_08@yahoo.co.jp http://sonkagawa.ashita-sanuki.jp/

SON・福岡 9月10日～16日 ユニス・ケネディ・シュライバー・デー

文化活動「絵画教室」のアスリートを中心に、SOのアスリートが絵

画、書、写真、造形等の自作品を持ち寄り作品展を開催しま

す。障がいの有無にかかわらず、賛同する方にも作品を提供してい

ただく予定です。

ギャラリー風

（福岡市）
092-260-9273 son_fukuoka@son.or.jp http://www.son-fukuoka.gr.jp

SON・佐賀 10月20日 ユニファイドディスクゴルフ大会
基本技術の練習後、障がい者と一般の混合でグループを作って１

６ホールのラウンドを体験します。

佐賀市立体育館

佐賀大学教育学部附属特別支援学校

（佐賀市）

0952-28-6241 son-saga@cotton.ocn.ne.jp http://sonsaga.sagafan.jp/

SON・長崎 7月22日 伊王島ウォーキング 他団体と連携して伊王島ウォーキングを開催します。 長崎市 095-823-3575 son_nagasaki@son.or.jp http://www.son-nagasaki.jp

SON・熊本 7月15日 ユニス・ケネディ・シュライバー・デー

ライオンズクラブと協同で、SON・熊本理事長による講演、ユニファ

イド競技（ボッチャ、フライングディスク）等の体験会、ナショナル

ゲーム愛知に向けてトーチランを行います。

荒尾市民体育館

（荒尾市）
096-288-2781 so-nkuma@ceres.ocn.ne.jp http://www.son-kumamoto.jp/

SON・大分 未定
ユニファイドボウリング大会

（予定）

知的障害のある人とない人が一緒にボウリングを行う大会を開催

します。

ＯＢＳボウル

（大分市）
097-578-6480 son_ooita@yahoo.co.jp http://www.son-oita.com/

SON・鹿児島 7月15日 ユニファイドバドミントン体験会

さつま町の方々に広くスペシャルオリンピックスを知っていただくと共

に、アスリートとボランティア及びパートナーがペアを組んでダブルスの

試合を体験します。

鶴田体育館

（薩摩郡さつま町）
099-254-2877 son_kagoshima@son.or.jp https://www.son-kagoshima.org

SON・沖縄 7月22日 ユニファイドボウリング競技会 アスリートとボランティアがペアになって競技会を開催します。
エナジックミハマボウル

（北谷町）
098－989－1171 son-okinawa@ae.auone-net.jp -
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