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スぺシャルオリンピックス（SO）とは 知的発達障害のある人たちに、日常的なスポーツトレーニングと成果の発表の場である
競技会を年間を通じて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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特集2011！
2010年SO日本 活動総括
2010年も、全国各地でSOの活動が繰り広げられ、
充実した1年となりました。そんな各地での活動を中心に、
2010年のSO日本の活動の全貌をお伝えいたします。

M I S S I O N ミッション●知的発達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さまざま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、友情を分かち合う機会を継続的に提供すること。

V I S I O N ビジョン●スペシャルオリンピックスは質の高いス
ポーツトレーニングと競技会をつうじて、知的発達障害のある人たちと
触れ合うすべての人々が感動を共有し、各地区に根付いた全国的な
運動となることをめざす。

　3月11日の宮城県三陸沖を震源とした東北地方太平洋沖地震により、多くの方の尊い命が失われたことに、深い哀悼の意を捧げます。同時に被災された皆様に対し、心よりお見舞いを申しあげます。

　スペシャルオリンピックス日本（SO日本）におきましても、地震発生翌日より関係者の安否について確認を行い、被害の大きかった宮城・岩手において、幸いにもアスリート全員の無事を

確認することができました。しかしながら、一部地域では、SOボランティアの皆さんの安否について引き続き確認作業を続けておりますし、東北地方および被害の大きかった関東の一部でも、

多くのSO関係者が不自由な生活を余儀なくされています。

　SO日本は、全国的な SOネットワークや知的発達障害のある人たちへのスポーツ支援で培ったノウハウを活かして、一日でも早く、被災地やその影響を受けている各地区で、アスリートを

含めた関係者の生活が改善されるよう、また、被災を受けた多くの知的発達障害のある人たちのためにも、鋭意取り組んで参りたいと存じます。日頃より SO活動をささえ、ご協力いただい

ている皆様におかれましても、引き続きあたたかいご支援と共にご理解を賜りますようお願い申しあげます。
2011年5月10日　SO日本　理事長	有森	裕子SO日本の支援については、最終ページをご覧ください。
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2010年は、夏季ナショナルゲーム・大阪に陸上・水泳競技に出場しま

した。プログラムで頑張ってきた力、津軽のじょっぱり精神も発揮して、

アスリート・コーチ共に多くの素晴らしい経験をし、笑顔で帰ってくるこ

とができました。これからも毎回のプログラムを充実させ、そして、県

内にもっとSOの認知度を高められるような活動も行っていきたいと思っ

ています。SOメンバー一丸となって、笑顔で活動を盛り上げていきます！

SON・青森
新幹線はやぶさのような力強い活動を！

主な活動場所／青森市、弘前市、八戸市、百沢市
設立／2004年11月20日
2010年度アスリート数／66名

大阪にて。大阪NGで初めて県内全支部からの出場、団体種目へのエントリーがかないました!!

2月 19日（土）〜20日（日）、名寄ピヤシリスキー場で冬季地区大会を開催。ア

ルペン、クロスカントリーに道内各地から39人のアスリートが参加。フロアスレッ

ジ体験には、パラリンピックアイススレッジ銀メダリストの永瀬さんがデモ・指導。

アスリートの緊張しながらも精一杯の滑りに、表彰式でのはじける笑顔に、300

人のファミリー、コーチ、ボランティアが感動の渦に巻き込まれる中、大会を終

了。北海道地区会では今後も地域と密着した地区大会、競技会を開催します。

SON・北海道
2011年第2回 SON・北海道冬季地区大会・名寄 開催

主な活動場所／紋別市、札幌市、小樽市、釧路市、名寄市
設立／1998年5月16日
2010年度アスリート数／138名

2011年第2回SON北海道冬季地区大会・名寄の様子

2010年、SON・宮城は設立 15周年の年でした。「ありがとう 15年！

10,000人のハイタッチ！」と銘打ってさまざまな記念行事を開催しました。

記念バザー、記念ボウリング大会、記念式典、記念ゴルフ大会、記念コ

ンサート等、アスリートと共にハイタッチを行い盛り上がり、会員だけではな

く、外部の方々からたくさんのご参加・ご協力を賜り、多くの皆様の支えを

実感できた１年でした。2011年も頑張ります！

SON・宮城
「ありがとう15年！10,000人のハイタッチ！」

主な活動場所／仙台市、石巻市、白石市、大崎市、気仙沼市、柴田町、利府町
設立／1995年11月18日　2010年度アスリート数／168名

クリスマスパーティーは、みんなで歌ったり踊ったり、とてもにぎやかに盛り上がりました。

2010夏季ナショナルゲーム・大阪が終わり、2011年はアテネで世界

大会！山形からアスリート１名コーチ２名が出場です。SON・山形みんな

で応援しています。来年は、福島で冬季ナショナルゲームがあります。コー

チ・ボランティアのみんなが一丸となり、アスリートと共に出場を目指しト

レーニングに頑張ります。

SON・山形
アスリートの元気で、パワーアップです

主な活動場所／山形市、寒河江市、上山市、鶴岡市、
　　　　　　　酒田市、米沢市、川西町、高畠町
設立／2006年7月
2010年度アスリート数／147名

2010夏季ナショナルゲーム・大阪　壮行トーチランの際の選手紹介シーンです。

その他プログラム：
フライングディスク

その他プログラム：ALPs（アスリート・リーダーシップ・プログラム）、
社交ダンス、雪山であそうぼう
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SON・栃木
SONのビジョンを共有し、活動の和を大きく広げよう！！

主な活動場所／宇都宮市、小山市、鹿沼市、佐野市、大田原市、日光市、野木町
設立／2006年3月18日
2010年度アスリート数／200名

毎年夏に、日光市でSO交流会を開催しています（2010年の交流会の様子）。

皆様に支えられ、2010年2月に地区組織承認され早１年。2010年はた

くさんのプログラムを経験し、夏季ナショナルゲーム・大阪に初出場するな

ど充実した１年でした。そして2012年には冬季ナショナルゲーム・福島が

開催されることが決まり、福島のこの勢いは誰にも止められないゾ！	 	さら

に福島旋風を巻き起こしていきます。ご期待ください！	 	ナショナルゲーム

目指して自然豊かな福島へみんな集まれ〜！

SON・福島
心温まる、有意義な福島大会に！

主な活動場所／郡山市、猪苗代町
設立／2010年2月5日
2010年度アスリート数／40名

毎年恒例になったボウリングプログラム。2011年はアメリカン方式で練習するアスリートも。今年も頑張ろう！

SON・千葉
10周年！ アスリートの笑顔をもっともっと！！

主な活動場所／我孫子市、市川市、印西市、佐倉市、袖ヶ浦市、富里市、千葉市、
　　　　　　　成田市、習志野市、富津市、松戸市、茂原市、山武郡
設立／2001年12月2日
2010年度アスリート数／314名

陸上プログラムの楽しさを！力いっぱい走ると気分最高。

「ナショナルゲームに出られたら、どんなに嬉しいだろう」低年齢のアスリー

トにとっては憧れ。アスリートの喜ぶ顔を見たい。コーチもファミリーも同じ

気持ちでプログラムを続けています。埼玉では、なかなか試合に出られな

いアスリートも増えてきて、SOをもっと楽しんでもらうためにも、スタッフ・コー

チ一同、SOの理念を今一度確認し合い、頑張る力を応援していこうと思

います。継続が力。頑張ってきて良かったーと思えるように。

SON・埼玉
頑張る気持ちを大切に。広げようSOの輪を

主な活動場所／川口市、さいたま市、上尾市、越谷市、三郷市、川島町
設立／2003年2月9日
2010年度アスリート数／301名

ナショナルゲーム試合終了後　高円宮妃殿下の「頑張ったね」のお言葉に、皆感動しました。

SON・栃木は、2010年2月2日に念願であった NPO法人として認証され、

新たな一歩を踏み出しました。大阪でのナショナルゲームにも参加して、

NPO法人としての活動も1年が経ちました。これを契機に、SOの活動が県

内全域に根付くよう、より一層の努力をしていきたいと思います。また、同

時に、近隣の県のSON地区組織とも交流を深め、共に発展できるよう活動

していきたいと思っています。

SON・千葉は、2011年10年の誕生日を迎えます。この10年でSOの芽

は大きく育ち、16地区２３プログラムを展開するまでに。２０１０年度は２つ

の陸上プログラムが産声をあげ、10年目のプログラムも生まれたてのプロ

グラムも、皆元気いっぱい。SOデーは県内の大学の協力を得て、大学生・

一般の人たちとの交流イベント。SOを知って貰うチャンスです。秋には10

周年記念行事を考えています。更にSOの輪が広がることを願って…。

その他プログラム：フットサル、
エアロビクス、ダンス、編物教室、
料理教室
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地域の多くの皆さまのご協力・ご支援によって支えられ、16年目に突入し

ました。一生懸命前を向いて進んできました。その反面、通り過ぎた景色

の中に美しく大切なものを見落としていたかも知れません。それぞれの地区

メンバーの団結力や潜在人財力、地元企業・組織の活力やその関わり方

など、これまでを振り返りながら、神奈川だからできたこと・できること、神

奈川しかできないことを探し求め、神奈川らしさを確立していきます。

SON・神奈川
神奈川は自我が確立する16歳。「自分らしさ」を追及！

主な活動場所／横浜市、川崎市、相模原市、藤沢市、大和市、鎌倉市、横須賀市、厚木市、秦野市、小田原市
設立／1995年4月9日　2010年度アスリート数／330名

2010年12月12日（日）、神奈川大学横浜キャンパスグランド・体育館にて「設立15周年記念SOデイイベント」を開催しました。

2010年は、冬季・夏季の地区大会開催、夏季ナショナルゲーム・大阪へ

の144名の選手団派遣と、アスリートの常日頃の練習成果を発揮する機会

が多い 1年でした。今年は、絵画・木彫りという2つの文化プログラムを加

え、日常プログラムをさらに充実していきます。新規アスリート・ボランティア

を拡充し、より一層笑顔あふれる活動を、そして目標であるアスリートの自

立と社会参加に向かう活動を、一歩ずつ着実に進めていきたいと思います。

SON・東京
ライバルはきのうの僕、目標はあしたの私

主な開催場所／東京都内各所ほか
設立／1994年10月22日　2010年度アスリート数／956名

昨年6月に開催した夏季地区大会。元気いっぱいに選手宣誓！！熱気あふれる大会が繰り広げられました。

2010年秋から静岡市でボウリングが始まり、浜松市（バスケット）、富士

宮市（バドミントン）、静岡市・沼津市・三島市（ボウリング）の５地区でプロ

グラムを行っています。どの会場もアスリートの笑顔が溢れています！　東西

に長い静岡では、アスリート、ファミリー、ボランティア全員が顔を合わせる

機会が少ないため、夏にイベントを実施予定。これからも、アスリートが頑

張っている姿を知ってもらうため、みんなで力を合わせていこうと思います。

SON・静岡
はばたけ、目標に向かって！アスリートの笑顔をゴールに

主な活動場所／静岡市　浜松市　富士宮市　沼津市　三島市
設立／2007年10月14日
2010年度アスリート数／87名

アスリート、ファミリー、ボランティア、運営委員が一堂に会したバスケットの夏季地区大会です。

準備委員会設立当初から始まったボウリングプログラム。国中（甲府）地区・

郡内（都留）地区の２カ所で活動しています。当初小学生でルールも何も

わからなかったアスリートが今では高校生。新しく入ったアスリートに声をか

けたり、自分のスコアを意識して頑張る姿が、それぞれの成長を見せてく

れます。人口も少ない小さな県での活動ですが、少しずつゆっくりとSOの

輪も広がっています。2011年度は初めての地区競技会も開催予定です。

SON・山梨
ゆっくりだけど、広がる輪！

主な活動場所／都留市、山梨市、甲府市、北杜市、南アルプス市　
設立／2006年4月9日
2010年度アスリート数／103名

郡内地区ボウリングプログラム。少しずつアスリートも増えています。

その他プログラム：ALPs、機能開発（MDP）、合唱、英会話、ダンス
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SON・新潟
SON・新潟の活動を支えてくださる皆さんに感謝！

新事務所を無償貸与していただき、日頃支援をいただいている関係者との開所式。事務所前に大きな看板も設置。

東海・北信越ブロック夏季ブロック大会in富山や2010夏季ナショナルゲーム・

大阪に参加したアスリートたちは、他地区のアスリートを見て、もっと自分のやっ

ているスポーツについて知りたい、もっと強くなりたいという意識が生まれてきまし

た。事務局、コーチもアスリートに芽生えた向上心を大事にしようと、今年は競

技内容の充実を年間目標に掲げています。過去２回のナショナルゲーム、世界

大会の開催を通じたくさんのボランティアがいることも大切にしたいと思います。

SON・長野
大会参加目指して、日常プログラムトレーニング強化中！

参加人数総勢 380名「2011年東海・北信越ブロック冬季ブロック大会 in長野」開会式の様子です。

SON・石川
あなたの笑顔は　わたしの元気

主な活動場所／金沢市、白山市、内灘町
設立／1996年7月7日
2010年度アスリート数／103名

ツエーゲン金沢の選手とすっかり仲良くなりました。応援フラッグを背にハイ、チーズ！

2010年夏季ナショナルゲーム候補地区にもエントリーしたSON・富山は、

2010年９月、SONが現在のブロック制に移行して最初のブロック大会を

富山県内で開催しました。７地区394人の選手団が、800人のボランティ

アに支えられ、６競技で日頃のトレーニングの成果を発表しました。その勢

いに乗って、世界大会・上海、アイダホに続きアテネにも、SON・富山か

らアスリートとコーチが参加します。

SON・富山
全国初となる夏季ブロック大会を開催しました！

主な活動場所／富山市、高岡市、射水市
設立／2005年11月5日
2010年度アスリート数／110名

長勢甚遠・野上浩太郎両国会議員をお迎えしてブロック大会の開会式が盛大に開催されました。

県内８地域 27のプログラムの活動がありますが、それらを運営するのが一

苦労。どこの地区組織も同様かと思いますが、特に資金面ではとても大

変。そこで多くの皆様が支えてくださるファンドレイジングの一部を紹介しま

す。2010年は年２回、チャリティゴルフとチャリティボウリングをそれぞれ

開催しました。他にオリジナルクッキーの販売など実施しましたが、参加者

には寄付をいただく他に啓蒙啓発としても大きな役割を果たしています。

2010年の SOデイは、地元のサッカーチーム「ツエーゲン金沢」と交流

しました。選手に教えてもらいながらボールを蹴っているアスリート達はみ

んな楽しそうで、ミニゲームでは白熱したプレーが見られました。いつもは

応援される側のアスリートですが、今回は応援する側にまわり、「絶対に

優勝してください !!」と選手たちを大いに激励しました。石川にはサッカー

プログラムがありません。これをきっかけに、新たにできたらいいですね！

その他プログラム：ALPs、
フライングディスク、エアロビクス

主な活動場所／新潟市、上越市、妙高市、長岡市、三条市、十日町市、魚沼市、阿賀野市
設立／2004年4月4日　2010年度アスリート数／415名

主な活動場所／長野市、上田市、軽井沢町、小諸市、佐久市、松本市、塩尻市、諏訪市、いほく地区、
駒ヶ根市、飯田市　設立／1998年11月23日　2010年度アスリート数／464名

その他プログラム：
ALPs、キッズプログラム
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三重では現在、陸上競技、水泳競技、サッカー、ボウリング、アルペン

スキー、スノーシューイングの６競技を実施しています。アスリートだけでなく、

コーチも楽しく過ごせるプログラムを心がけています。おかげで、落ち込む

ことがあっても、アスリートの笑顔やちょっとした成長に感動し、また一緒

に楽しみたいと感じるコーチがたくさんいることが大きな自慢です。

SON・三重
やっぱり「楽しい」が一番！

主な活動場所／四日市市、鈴鹿市、松阪市
設立／2004年10月2日
2010年度アスリート数／85名

2010夏季ナショナルゲーム・大阪での三重選手団。みんな大満足・笑顔の瞬間。

SON・愛知は2010年に設立10年を迎えました。この10年を支えてくださっ

た、会員・支援者・ボランティア・アスリート・ファミリーをお迎えして記念式

典とサンクスパーティーを開催しました。また記念イベントとして瑞穂陸上競

技場周辺でジョギング大会を開催しました。テーマは「ありがとう10年」です。

これからも「ありがとう」の気持ちを大切に、この活動のさらなる発展に向け

て一歩一歩進んでいきたいと思います。

SON・愛知
ありがとう　10年

主な活動場所／名古屋市、刈谷市、安城市、豊田市、みよし市、半田市
設立／2000年10月29日　2010年度アスリート数／201名

設立10周年記念式典での記念写真です。

「2010年夏季ナショナルゲーム・大阪」楽しんでもらえましたか？	大阪

では、新しい仲間からの参加の希望がたくさん届いています。ナショナル

ゲームを開催した責任を感じて、みんな頑張っています。大きな夢を実現

するように、みんなで力を合わせて頑張っていきます。なにわの元気をみ

んなで広げよう！

SON・大阪
夢と勇気がふくらんだ！ なにわ！！ 元気！！！

主な活動場所／大阪市、枚方市、寝屋川市、四条畷市、
　　　　　　　大東市、門真市、守口市、東大阪市、八尾市、
　　　　　　　藤井寺市、羽曳野市、堺市、和泉市、箕面市、
　　　　　　　豊中市、茨木市、高槻市、吹田市
設立／1995年3月11日　2010年度アスリート数／325名

「2010年夏季ナショナルゲーム・大阪」閉会式。大阪選手団勢揃い。

SON･京都では、毎年12月にクリスマス会を開催しています。1年間プロ

グラムに参加したアスリート達やコーチ、ファミリー、ボランティア、役員、

そして応援くださっている団体や個人の方々と一緒にお祝いします。総勢

200名余りの大変賑やかな会です。アスリート達もこの日はプログラムごと

の出し物を考え前の舞台で披露。歌あり踊りありと、楽しみます。1年を

締めくくるクリスマス会、これが来年への糧となっているようです。

SON・京都
笑顔が弾けるクリスマス会

主な活動場所／京都市内
設立／1996年11月17日
2010年度アスリート数／170名

クリスマス会での、アスリート達の歌の披露の様子。

その他プログラム：ALPs、フライングディスク

その他プログラム：
ALPs、MATP
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SON・奈良
拡げよう笑顔の輪！　そしてつながりを…

主な活動場所／奈良市、大和郡山市、三郷町、田原本町
設立／2007年2月24日
2010年度アスリート数／79名

2010年12月12日、地区大会での水泳競技の様子。

おかげさまでSON・兵庫は１０周年。2010年、三木市域と東播磨地域が

立ち上がり、12市域・アスリート数450名を超えました。地元のライオンズ

クラブ、ソロプチミスト、企業、兵庫県庁等からの熱い支援・協力をいただき、

特に昨年は、NHKや新聞社等メディアでも報道され、私たちは勇気づけ

られました。今年は日常プログラムをさらに充実しつつ、冬季ナショナルゲー

ム・福島に一人でも多くの参加を目指します。目標はアスリートの笑顔です。

SON・兵庫
ありがとう１０周年。これからも笑顔でチャレンジ‼

主な活動場所／神戸市、尼崎市、西宮市、姫路市、芦屋市、川西市、猪名川町、
　　　　　　　宝塚市、三田市、伊丹市、三木市、播磨町
設立／2001年6月30日
2010年度アスリート数／452名

スキープログラム。合宿での練習風景（兵庫県	鉢伏スキー場）。

SON・岡山
SON・岡山、6年目を迎えました

主な活動場所／岡山市、倉敷市、瀬戸内市、赤磐市　
設立／2005年1月18日
2010年度アスリート数／204名

「設立５周年記念を祝う大運動会」で玉入れ競争！動くかご目指して投入れます！

2010年度は、SON・和歌山にとって大きく飛躍した一年でした。3月20

日地区組織として設立承認され、5月25日には有森理事長をお招きし、

設立祝賀会を催しました。11月には６名のアスリートを 2010夏季ナショ

ナルゲーム・大阪に送り出すことができました。アスリートが楽しく参加でき

ることを第一に、昨日より今日、今日より明日へと自分自身のベストにチャ

レンジしていきたいと思います。

SON・和歌山
Reach for our best！！

主な活動場所／和歌山市、岩出市、紀の川市、橋本市
設立／ 2010年 3月20日
2010年度アスリート数／ 35名

2011年5月25日、設立祝賀会での記念写真。全員でダンスをするなど、楽しいパーティでした。

ボウリングと水泳競技でスタートし、今では 6競技・13プログラムが活動中

です。2010年はSｔペルテン（オーストリア）と大阪、２つのナショナルゲー

ムに参加。秋には設立5周年を祝う大運動会を開催し、アスリート達は多

くの支援者の方々と楽しい汗を流しました（SON・岡山ブログでも紹介して

います）。現在、音楽や茶道などノンスポーツプログラムを準備中。”身の

丈に合った堅実な成長”を合い言葉に、2011年もまた一つ進化します。

2010年12月に、213名の参加を得て、地区大会を開催しました。初め

て、大阪・京都からも参加いただき、熱気あふれる素晴らしい大会となりま

した。今後も近接地区との交流をさらに深め、一人でも多くのアスリートが

楽しめ、喜べるように、地区大会の充実を目指します。また、スノーシュー

イング、陸上競技、自転車競技など新たなプログラムの具体化に向けて

も頑張ります。



主な活動場所／徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、石井町
設立／1997年6月22日
2010年度アスリート数／40名
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山口ちょうちんまつりで2010年夏季ナショナルゲーム・大阪「聖火リレー

トーチラン」を実施しました。多くの皆さんにご協力いただき、ツリーとSO

の聖火によるコラボレーション「聖火で灯す提灯ツリー」が完成しました。ボ

ランティア募集の団扇を配ったり、七夕祭りの提灯も聖火で火入れをした

り、SOのPR。10月には当地で全国障害者スポーツ大会も開催されます。

SOの活動をひろめる機会にもなります。皆さん「おいでませ山口大会」へ !!

SON・山口
ひろげよう感動の輪 !!　SOのPRに努めています

主な活動場所／山口市、宇部市、下関市
設立／ 1999年 11月21日
2010年度アスリート数／ 93名

みんなの手で完成させたちょうちんツリー。四天王寺の聖火が山口の夜空に輝きました。

ＳＯＮ･広島の活動は多彩です。Ｓ=スポーツ、Ｍ＝ミュージック、Ａ＝アー

ト、Ｐ =パッション。日常のスポーツプログラムも冬季の種目が増え多

彩になり、文化プログラムもフラダンスチームが３つ、ウクレレクラブが

２つ、ファミリーのバンドもあります。９月４日には京都とイタリア在住の

２人のアーチストを招いてアートのワークショップを企画しています。今

年もアスリートの笑顔いっぱいの活動を展開します。

SON・広島
今年のＳＯＮ･広島はＳＭＡＰ！　いろいろ挑戦します

主な活動場所／広島市、廿日市市、東広島市、尾道市、三次市、福山市
設立／1998年6月1日
2010年度アスリート数／170名

笑顔の素敵な上林コーチのもと、県内３市でフラダンスを実施。チーム名は『ポエラニ』（ハワイ語で神 し々い人）です。

愛媛は司馬遼太郎「坂の上の雲」の放映もあって、子規や漱石など文学・

歴史を生かした街づくりの活動に力を入れています。2010年のボウリン

グ競技会は県外のアスリートも招待し、いつも以上に盛り上がる競技会

になり、その後は交流会 !　ここから観光大使のお出ましです。せっかく

の愛媛。今回は松山城にご案内いたしました。みなさんも愛媛の競技会

においでんかなもし。愛媛が大好きなアスリートガイドのご案内ぞなもし。

SON・愛媛
愛媛の観光大使はアスリートぞなもし！

主な活動場所／松山市、東温市、今治市、新居浜市、西条市
設立／2002年2月17日
2010年度アスリート数／93名

息を切らしつつ松山城へ。頂上では天守閣と松山の城下町を眺めました。SON・山口の皆さんと。

2010年4月25日、陸上長距離プログラムのアスリート7名がとくしまマラソン

に挑戦。吉野川沿いの42.195kmを大塚製薬の皆さんのマンツーマン伴

走サポートで力走しました。6名が完走し、自己新記録を達成したメンバー

も。1名は、制限時間7時間のため途中で失格。でも最後まであきらめず

に頑張りました。大塚製薬の皆さんも感動してくださり、9月に認定コーチ

になりました。今年も3月開催のとくしまマラソンに向けて頑張っています。

SON・徳島
とくしまマラソン頑張ったぞ！

とくしまマラソンに挑戦し、ゴールで健闘を称え合うメンバー。

その他プログラム：ALPs
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SON・香川
初めての「SON・香川地区大会」を開催しました

主な活動場所／高松市、坂出市、丸亀市
設立／ 2008年 11月13日
2010年度アスリート数／ 63名

水泳競技の表彰式。表彰台はご協力いただいている（株）リソーシズの工場で作ってくださったもの。

地区組織発足５周年を迎え、実施競技数も５競技に。2011年、世界大

会に初めてアスリートを派遣します。また、初めて取り組む冬季競技フロアホッ

ケーの定着充実を図り、2012冬季ナショナルゲーム・福島へ。さらに、他

地区の競技会に積極的に参加し、アスリート同士の友情の輪を広げようと思

います。太平洋に面した東西に長い県土・高知県ですが、四万十市を中心

とする西部地域、安芸市を中心とする東部地区への拡大発展を目指します。

SON・高知
青い空、輝く太陽。笑顔あふれる、竜馬の国のアスリート

主な活動場所／高知市
設立／ 2006年 7月15日
2010年度アスリート数／ 86名

行政、企業、SON・	高知が一体となったフロアホッケーのお試し会を開催しました。

SON・佐賀
「2012年冬季ナショナルゲーム・福島」に向けて！！

主な活動場所／佐賀市
設立／1995年4月8日
2010年度アスリート数／26名

「2012冬季ナショナルゲーム・福島」に向けて、フロアホッケーのプログラム頑張っています。

地区設立15周年を迎え、7月に記念祝典を開催。会場のアクロスシンフォニー

ホールには、細川佳代子名誉会長はじめ長年活動を支えてくださった皆様や

一般の方も多数参加してくださいました。友情出演のJOY倶楽部ミュージック

アンサンブルの演奏と、ボランティアでゲスト出演の松浦亜弥さんの歌声で

会場は一気に盛り上がり、15年の歩みの成果がにじむ事業となりました。さ

らなる目標を目指し、新しい一歩を踏み出していきたいと考えています。

SON・福岡
2011～さあ 新しい一歩を踏み出そう～

主な活動場所／福岡市、北九州市、久留米市、春日市、古賀市、飯塚市
設立／1996年5月19日　2010年度アスリート数／202名

15周年記念式典で日常プログラムの紹介をするアスリートたちに、大きな拍手が送られました！

「2010夏季ナショナルゲーム・大阪」に向けて競技会を実施しなければ

…ということからトントン拍子に話が進み、5月から6月にかけ「2010年第

1回 SON・香川地区大会」を開催しました。アスリートたちが日頃の練習

の成果を発揮することができたのが何よりの喜びです。2011年も「第2回

SON・香川地区大会」を開催予定ですが、やがては「中国・四国ブロック

競技会」を開くのが、大きな目標です。

2010年は、夏季ナショナルゲーム・大阪をはじめ、地区大会や交流会に

積極的に参加し、アスリートの自立と社会参加を進めてきました。佐賀で

は冬季プログラムで参加できるのはフロアホッケーです。コーチ、ボランティ

アの指導のもとアスリート達は楽しくスティックを振っています。プログラム

がスタートして日は浅いですが、福島大会に向け練習を重ねて出場したいと

思います。また、スケート競技も2011年は始めたいと思っています。

その他プログラム：ALPs

その他プログラム：フライングディスク
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毎月１回、アスリート会が開かれています。１月には新年会を兼ねて、１年

の計画・自分の目標・希望を話し合い、スタートしました。３月にはお花見を、

夏には遠隔地の天草を訪ねようと、自分たちで会議し計画しています。新

しくボッチャ・自転車競技・スノーシューイングも盛んになってきました。他地

区にも広がってブロック競技会ができるようになれば、これからの楽しみが

大きくなります。

SON・熊本
拡がるアスリートの活動・プログラム

主な活動場所／熊本市、
荒尾市、御船町、八代市、
玉名市、城南町、宇城市、
菊陽町、天草市、水俣市、
植木町
設立／1993年3月13日
2010年度アスリート数／
350名

自転車プログラムで唯一の
女性アスリート、３０ｋｍ走破！！

設立して１０年目を迎え、各プログラムの練習内容も充実してきています。

2010年夏季ナショナルゲーム・大阪では金メダルを目指して練習を積み重

ねてきたサッカーチームも、その成果を実らせることができました。冬期競

技であるフロアーホッケーについても、学校教育プログラムの一環として、

地域の小学校の授業時間の中で SO理解の座学とともにフロアホッケー

の体験交流を行いながら、チーム結成を目指して頑張っています。

SON・長崎
フロアホッケーのチーム結成目指し頑張っています！

主な活動場所／長崎市、佐世保市、諫早市、五島市
設立／2002年3月22日
2010年度アスリート数／220名

2010年の口蹄疫被害では、温かいご支援・ご声援を有難うございました。

心より感謝いたします。2010夏季ナショナルゲーム・大阪では、ナショナ

ルゲーム初参加のアスリートも日頃の練習の成果を発揮。満面の笑みで

ファミリーやコーチに元気を与えてくれました。次の冬季ナショナルゲーム

を目指して、寒風吹きすさぶ中、舞い上がる砂と格闘しながら宮崎の浜辺

でスノーシューイング練習中！

SON・宮崎
募集中！ あなたにできるボランティア、きっとある

主な活動場所／宮崎市、都城市、延岡市、日向市
設立／ 2003年 12月21日
2010年度アスリート数／ 211名

サッカーは、個人競技種目を中心に練習。中学生のボランティアに支えられています。感謝！

SON・大分の活動の大きな柱にチャリティーバザーがあり、2011年で１６

回目を迎えます。重ねるごとに乗り越えていかないといけないこともたくさん

ありますが、多くの方々の協力、SON・大分の団結力、「無理をせず・ゆっ

くり・あせらず」をモットーに継続しています。活動の後にみられるアスリート・

ボランティア・ファミリーの笑顔の輪が、がんばりの原動力となっています。

SON・大分
「継続は力」

主な活動場所／別府市、大分市、佐伯市、中津市
設立／1995年12月3日
2010年度アスリート数／92名

バザー後の記念写真。みんな充実感でいっぱいです！！

その他プログラム：ALPs

その他プログラム：
ALPs、フライングディスク

世界大会参加を目指して頑張っています。
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鹿児島では第2回地区大会を開催しました。今回は、ボランティアの皆さ

んもウォーミングアップからアスリートと一緒にシャトルを打ち合うなど積極的

に参加していただきました。日頃の成果を十分に発揮するアスリートのプレー

に感動！！大会を経験するごとにみんなの成長を感じています。企業ボラン

ティアの方々の熱心なサポート、ファミリーの大きな声援。みんなで作り上

げる鹿児島の地区大会は、少しずつレベルアップしています。

SON・鹿児島
アスリートと一緒に、みんなでレベルアップ

主な活動場所／鹿児島市、出水市
設立／1998年7月11日
2010年度アスリート数／73名

お揃いのユニフォームで、地区大会の開会式に臨む鹿児島チーム。

SON・沖縄
水泳プログラムを始めます！

主な活動場所／浦添市、沖縄市、北谷町、うるま市、金武町　
設立／2008年7月15日
2010年度アスリート数／51名

2010夏季ナショナルゲーム・大阪大会への派遣アスリート、コーチ壮行会での一こま。

SON・沖縄は、2010夏季ナショナルゲーム・大阪大会参加表明を機にア

スリート、コーチ、ボランティア、ファミリーの心が一つになり、大会前のチー

ム合宿や壮行会等多くの行事を通じて強い「絆」ができました。新たな挑戦と

して水泳プログラムを金武町営プールにて実施し、新しいアスリートとコーチ

が誕生しました。地区大会にもぜひ参加したいと思います。2011年SON・

沖縄は卯年にちなみ新たな飛躍の年にしていきたいと張り切っています。

その他プログラム：
ALPs、フライングディスク

秋田での活動も3年目を迎えました。2010年度は、多くの方々に支えられ、

テニス、水泳競技に加えバスケットボールのお試しプログラムにも取り組み

ました。また、夏季ナショナルゲーム・大阪にも参加し感動しました。認知

度も徐々に増してきており、これからも様々な活動を通して、たくさんの仲

間作りを進め、地域とともに共感の輪を広げていきたいと思います。

SON・秋田　設立準備委員会

元気いっぱい楽しみながら前進しています！ 

主な活動場所／秋田市
承認／ 2009年 1月15日
2010年度アスリート数／ 24名

SOデーでの餅つき大会。bjリーグ秋田ノー
ザンハピネッツの選手と一緒にみんな元気
一杯でした。

岩手の端から端まで（東西150km、南北200km）プログラムを展開してい

ます。全国レベルの大会を２回経験したこともあり、2011年度はアスリー

ト個人能力が兎年のようにレベルアップできるように頑張ります。

SON・岩手　設立準備委員会

地区組織設立に向けた確実な歩みを！

主な活動場所／盛岡市、八幡平市、
大船渡市、陸前高田市、久慈市、滝沢村
承認／2006年5月11日
2010年度アスリート数／82名

2010夏季ナショナルゲーム・大阪大会の壮行
会。赤いウインドーブレーカーで決意も新たに！

アスリートの嬉しそうな笑顔をより多く見るために、今年は大きな変化の年に

したいと、みんなで決意を新たにして2011年をスタートしました。アスリート

は着 と々レベルアップし力を付けていますので、それを支えるために、群馬の

地区組織も少しずつですがレベルアップできるように頑張っているところです。

SON・群馬　設立準備委員会

幸せな時間を過ごしましょう

主な活動場所／高崎市、前橋市、
片品村
承認／2005年8月28日
2010年度アスリート数／40名

ボウリングの練習後、みんなで終わりのあい
さつです。

設立準備委員会
地区組織の設立に向けて設立準備委員会も各地で着 と々活動を開始しています。

各設立準備委員会に、温かい応援をお願いいたします。

その他プログラム：フライングディスク
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設立準備委員会となって、２回目となるナショナルゲームへの参加でし

た。今回は２競技の出場となり、選手団の人数も 17名と倍以上の人

数となりました。地区の活動の成果を存分に発揮することができました。

日々の活動も少しずつ広がって来ています。2011年こそは、しっかり

と足下をかためて、地区組織となれるよう飛躍したいと思います。みな

さん応援お願いします！

SON・茨城　設立準備委員会

茨城空港が出来て、飛躍の年となりました

主な活動場所／水戸市、阿見町、
笠間市
承認／2006年2月16日
2010年度アスリート数／59名

一人ひとりが日頃の成果を発揮できた2010
ナショナルゲーム・大阪の入場行進。とても
素敵な笑顔です。

４年前に準備委員会として設立し、何とか初めてのナショナルゲームへの

参加を果たし、福井としてのSOの活動はひとまず区切りがついたのではな

いでしょうか。これから、この活動をどのように広げ周囲のご協力をいただ

くのか、そしてどのように飛躍させるのか、今までとはまた活動の要領を変

えてがんばっていきますので、よろしくお願いいたします。

SON・福井　設立準備委員会

次のステップに向けて

主な活動場所／鯖江市、越前市
承認／2006年5月11日
2010年度アスリート数／18名

2010年はナショナルゲームに初めて参加させていただき、SOのすばらしさ

を体験しました。岐阜県では来年に国体及び全国障害者スポーツ大会が

開催されます。スポーツが盛り上がるこの時期に、SOを多くの人に知って

いただき、県内で SO活動が広く普及するよう、まず地区組織の設立を実

現させたいと願っています。あわてず、休まず、着実に。

SON・岐阜　設立準備委員会

地区組織設立という大きなステップに向かっていきます

主な活動場所／岐阜市、関市、
                   各務原市
承認／2006年5月11日
2010年度アスリート数／31名

岐阜の清流長良川沿いの「高橋尚子記念
ロード」にて、大阪大会に向けてのトーチ
ランを行いました。

2009年8月にバドミントンが始まりました。試行錯誤しながらシャトルの

キャッチボールから始め、今では試合形式の練習もして、ルールを体

で覚えられるよう頑張っています。アスリート・ファミリー・ボランティア

のメンバーが広がるよう、広報活動にも力を入れていきたいと思います。

みんながそれぞれのレベルに応じて、自分のスタイルで楽しめることを

目指しています。

SON・滋賀　設立準備委員会

みんなが主役。バドミントンプログラムがスタート！

主な活動場所／野洲市、湖南市、
彦根市、豊郷町
承認／ 2008年 1月17日
2010年度アスリート数／ 81名

全員バドミントン初心者でしたが、今では力
強くシャトルを打ち返す頼しいアスリートたち
です。

３月にはSON・兵庫の皆さん総勢14名が、合宿及び鳥取卓球プログラムと

の交流を楽しまれ、９月に神戸市にて開催された SON・兵庫夏季地区大会の

卓球には、鳥取から総勢19名が参加。10月にはトーチラン、11月ナショナル

ゲームと、SOの御縁が拡がっています。県内の障害者チームとの年末交流

大会も恒例となりました。小さな世帯ですが家庭的な運営を楽しんでいます。

SON・鳥取　設立準備委員会

拡がる和と輪

主な活動場所／鳥取市、米子市
承認／2006年2月16日
2010年度アスリート数／64名

10月 17日、大阪大会を記念して鳥取市
内でトーチラン開催。たくさんの笑顔の参
加がありました。

〜 SON事務局より〜

2006年 2月より設立準備委員会となりましたが、残念ながら現在は活動を

休止されています。現在、再開に向けて、SONもサポートしながら、一緒

にがんばっています。

SON・島根　設立準備委員会

2010夏季ナショナルゲーム・大阪には、
1名のアスリートが体験プログラムに参加し
ました。

その他プログラム：フライングディスク

東海・北信越ブロック夏季ブロック大会 in
富山　閉会式のひとこま。



地域に根ざした地道な活動があってこそ

　SON・千葉の立ち上げ前から、ご夫婦ともに

SO活動に取り組んできているのが、SON・千葉ボ

ランティア委員長の高橋美智子さん。この10年、

美智子さんは運営全般に、夫の宏さんはテニス

のコーチとして、SON・千葉の活動を支えてきた。

「確実に活動を広げているのは、当たり前のこと

なのですが、『地域に根ざした活動を地道に行う』

に尽きると思うんです。この活動は、継続してい

かなければ意味がありません。だから、何か新し

いプログラムをスタートさせるときも、本当にそれが

確実に継続していけるかどうか。そこをしっかり見

極めることも大事なんです」（高橋さん）そのポイ

ントは、中心となって確実にプログラムを運営して

くれる人と出会うこと。そういう人との出会いも、

結局は、「日頃の地道な活動」の賜物だという。

「自分たちが着実に行っている活動を見て、賛同し

て、名乗りをあげてくださる方がいる。そうやって少

しずつプログラムも活動場所も広がってきたんです」

プログラム以外でのコミュニケーションも大事

　さらに、高橋さんは、コーチやスタッフ、ボランティア、

ファミリーなど、関わる全ての人のコミュニケーション

をいかに活性化させるかが大事かもしれないという。

「SON・千葉は、他地区と比べても非常にコーチク

リニックの回数が多いと思います。それだけ、コー

チ同士のコミュニケーションが深い。さらに、プログ

ラム以外でも、年に1度、みんなの手作りでクリスマ

スパーティーを開いて、日頃顔を合わせることが少な

い競技や活動場所の人たちが交流を深めたり。ま

た、学生ボランティアの方が多いのも特徴で、単に

プログラムだけでなく、一緒にご飯を食べに行くなど、

プライベートでも仲良くしています。結局、普段の

良い関係があるからこそ、何かあると『それ、私がや

ります！』と自然に手を挙げてくださる方がいるんです」

　さらに、どこかのプログラムで問題が発生すれば、

必ず運営委員会に戻し、全員でその対処の仕方

を話し合っていく。コーチ任せ、担当者任せにせ

ず、「互いに支え合う」という風土も、プログラムを

持続させ、着実に活動を広げる要因になるという。

「昨年は、地元の大学の大学祭実行委員会とコラ

ボして SOデーを大学祭の催しの一つとして行い、

学生さんや訪れた地域の人たちへの大きなアピー

ルができました。SON関係者の参加人数も、前

年までの SOデーを上回り、大学の方にも非常に

好評でした。今後も、そんな多くの人の目に触れ

る機会をどんどん増やして、縦に長い千葉の全域

へ、SOの活動を広げていきたいと思います」
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2010年度

総 括

【収入の部】
当期収入合計
214,115,695

雑収入
2,411,436

収益事業収入
3,298,324

特定資産取崩収入
15,000,000

2010 年1月1日から
2010 年12月31日まで

【支出の部】
当期支出合計
233,490,070

会費等収入 1,910,000

事業費
185,082,142

負担金収入
18,714,050
補助金等収入
17,510,076

管理費
32,907,928

特定資産取得支出
15,500,000

当期収支差額　 △ 19,374,375
前期繰越収支差額 51,815,190
次期繰越収支差額 32,440,815

決算概要
収支計算書
（単位:円）

※2010年12月31日現在

アスリート数 ……………… 7,662人
ボランティア数………… 17,102人
地区数……………………… 47地区
　　　            （内 9地区設立準備委員会）

認定コーチ数 …………… 4,461人
個人寄付……2,133人（エール募金含延べ）

企業団体寄付……241社・団体（延べ）

2010年度活動実績　

寄付金収入
155,271,809

ナショナルゲームイヤーである2010年は、何より大会の成功に向けての運営、広報活動、スポーツと
すべての事業が一丸となって取り組み、その中で、新しい企業、団体、メディアとの関係が築かれた１年でした。
また、日常の活動を支える地区組織事務局の運営をメインとした研修会を開催し、現場におけるサポートをスタートさせています。
2011年は、世界大会選手団派遣という大きなプロジェクトを遂行しながら、引き続き地区組織運営における現場のサポート、
そして財団法人化に向けて事業を推進してまいります。

皆様へ

　平素よりスペシャルオリンピックス（SO）の活動

にご尽力、ご支援を賜り深く感謝申しあげます。

　スペシャルオリンピックス日本は、２０１４年に

向けて新ビジョン体系を構築し、昨年新たな一

歩を踏み出しましたが、SO全地区で活用でき

るオンライン会員データベースの導入推進など

の組織能力強化をはじめ、広報及び資金調達

活動の充実が図れた1年でもありました。

　また、関西初開催となった夏季ナショナル

ゲーム・大阪も関係者の皆様のご尽力により無

事終えることができましたことを、改めて感謝申

しあげます。

　今年度は、6月にオリンピック発祥の地である

アテネで夏季世界大会が開催され、日本から75

名の選手団を派遣します。私自身が団長として

参加するのは初めてとなりますが、アスリートが一

人の競技者としてどうありたいのかという思いを大

切にし、目標に向かってチャレンジするアスリート

を全力でサポートするつもりです。また、アスリー

トだけでなく選手団全員がアテネで開催される世

界大会という貴重な機会を通して、人生の糧と

なるような経験をしてもらいたいと考えています。

　また、世界大会だけでなく、来年開催の冬季

ナショナルゲーム・福島や公益財団法人化に向

けての準備も同時に行なっていくなど、2011年

度は様々な事業が目白押しですが、秋にはナショ

ナルミーティングを開催します。ナショナルミーティ

ングは、皆様の情報共有や交流を図るネットワー

ク作りの場であり、ブラッシュアップをしていただ

けるような学びの場でありたいと考えていますの

で、ぜひご参加いただければと思います。

最後になりましたが、SO創設者ユニス・シュライ

バーさんの夫であり、夫人と共に SOを推進し貢

献されたサージェント・シュライバー氏が1月18日

に永眠されたことを偲び、皆様と共に謹んで哀

悼の意を捧げたいと存じます。

2011年3月4日
2011年度通常総会資料より転載

特定非営利活動法人
スペシャルオリンピックス日本	理事長

CLOSE
 UP

日々アスリートと共にスポーツを楽しみ、SO活動を広げる地区の皆さんを
クローズアップ。今回は、設立10年目を迎えるSON・千葉。
毎年着実に活動場所とアスリート数を伸ばしてきたその秘訣に迫ります。

2010夏季ナショナル
ゲーム・大阪で、応援に
かけつけた SON・千葉
の方々。アテネには堀
口明奈さん（テニス）の
出場が決まり、みんな大
喜び。ぜひ応援に行きた
いと楽しみにしている。
（平城京跡にて）

設立：2001年12月2日 /現在、県内の13カ所で、300人を超
えるアスリートがスポーツを楽しむ千葉。この10年間、活動場所
やアスリート数が減ったりすることなく、着実に大きく育ってきまし
た。大学生から年配の方まで、ボランティア層が厚いのも特徴。
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7月3日（土）、2010FIFAワールドカップ準々決勝

（南アフリカ：ケープタウン）の前に同会場で、「ス

ペシャルオリンピックス・ユニティカップ」が開催され

ました。中田英寿氏はじめサッカー界や各界の著

名人、ジェイコブ・ズマ南アフリカ大統領が SO

アスリートとチームを組んでエキジビション・マッチ

を行いました。SO日本からは橘勇佑さんが参加

し、フル出場、1アシストと活躍し、世界のSOア

スリートとも交流しました。世界最大のサッカーイベ

ントの舞台で、共に生きる社会の実現にむけ、SO

が世界の人々へ強いメッセージを発信しました。

コーチクリニック、認定コーチ研修会

ＳＯ日本では、より良いスポーツプログラムをアス

リートに提供するため、2種類のコーチ養成研修

会を設けています。1つはSO活動や知的発達障

害のある人への理解を深めていただく講義・アス

リートへのスポーツ指導方法を説明する講義と実

技で構成される「コーチクリニック」、もう1つは日

常プログラムで活躍している認定コーチのレベル

アップを目的とした「認定コーチ研修会」です。

スポーツプログラム SO日本では、日常のスポーツプログラムに関連したさまざまな活動を行っています。
2010年度に行った活動の一部をご紹介します。

コーチクリニック開催数と内訳、受講者数
・2010年度コーチクリニック年間開催数
　106回
・受講者数　2362人（SO初参加者 525
人	＋	SO活動経験者1837人）	
＊	受講者数は、実施地区より提出いただ
いた報告書より集計（2月1日時点）

クーバー・コーチング  ユニファイドアカデミー

世界中でサッカースクールや指導者養成を展開して

いるクーバー・コーチングに2008年度からご協力い

ただき、2010年度は東京と熊本で実施しました。「指

導者講習会」も実施し、参加SOコーチからご好評

をいただいております。

コーチ交流会

SO活動の根幹を支える各地区のコーチが集い、

スポーツプログラム活性化の成功事例などの情報

交換を目的とした第 1回「コーチ交流会」を開催、

16地区54名の皆様にお集まりいただきました。

2011年は第2回（大阪）、第3回を開催予定です。

学校連携プログラム

学校世代の若者への啓発活動の一つとして、杉

並区立中瀬中学校（東京）での体験授業は今年で

実施 6年目。フロアホッケーや英会話を通じて中学

生がアスリートと交流する貴重な機会となりました。

スペシャルオリンピックス・ユニティカップ

SO日本は、皆様のご寄付や企業協賛によって支えられている非営利組織です。
中でも、企業の特性を最大限に活用したマーケティング支援を行っていただいている
企業のご紹介をさせていただきます。

SO日本支援企業
マーケティング事例紹介

株式会社ユニクロ
ユニクロ		UT×スペシャルオリンピックス		チャリティプロジェクト

日頃からSOを応援し、趣旨賛同いただいたスポー

ツ著名人のメッセージをもとにユニクロがチャリティ

Tシャツを制作。このＴシャツの販売を通じ、SO活

動への理解を広め

ると共に、販売収

益のご寄付をいた

だきました。

クロエ　リシュモンF&Aジャパン株式会社
Chloé	Blue（クロエブルー）

10	月1日から11月30日までの2ヶ月間の売り上げ

の一部と日頃からSOを応援してくださっている5名

の著名人が、自由にカスタマイズしたオリジナル

バッグ（提供：クロエ）を作成し、チャリティオークショ

ンに出品、その売り上げはすべてをSO日本へご

寄付いただきました。

株式会社オニザキコーポレーション
　　●	ゴマ商品

株式会社インヴェル・ジャンパン
　　●	Invel	BiiOインソール

売上の一部を
ご寄付いただいております。

有森裕子 杉山愛

中田英寿 宇津木妙子 井上康生

小谷実可子 山下泰裕 国枝慎吾

有森裕子 森理世

荒川静香 SHIHO

継続中

ファミマクレジット株式会社

ファミマＴカードと TSUTAYA	W

カードによるクレジット事業を展開

しており、ファミマクレジット株式

会社発行カードのクレジットショッ

ピング売上1件につき0.1円分をファミマクレジット

よりSO日本へご寄付、また広報媒体を活用した

PRにご協力いただいております。

※ユニファイドアカデミーと
は、SOアスリートと知的
発達障害のない方（パート
ナー）が一緒にトレーニングを
行うことです。

SO日本アスリート　橘勇佑さん参加

〈このプロジェクトは終了しています〉

〈このプロジェクトは終了しています〉
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認定ＮＰＯ法人スペシャルオリンピックス日本

寄付・協賛・支援企業団体一覧

SO日本アスリート　橘勇佑さん参加

■ナショナルパートナー
日本アムウェイ合同会社、 （株）ユニクロ、 ヤフー（株）、 ソニー生命保険（株）、 アディダス ジャパン（株）、 （株）ウィルコム、 富士ゼロックス（株）

■ウェブサイトパートナー
サイエントグループ

■プレミアスポンサー
日本ケンタッキー・フライド・チキン（株）、 銀座ステファニー化粧品（株）、 日本GE株式会社 GEキャピタル、 日本コカ・コーラ（株）

■マーケティングパートナー
（株）インヴェル・ジャパン

■フレンドシップスポンサー
（社）日本フードサービス協会、 （株）ＮＴＴドコモ、 東京海上日動火災保険（株）、 （株）三菱東京UFJ銀行、 三菱UFJ信託銀行（株）、 
明治安田生命保険相互会社、 九州電力（株）、 （株）セイブシステムリンク、 （株）スリーボンド、 （株）三井住友銀行、 三井不動産（株）、 三井物産（株）、 
日本生命保険相互会社、 リシュモンジャパン（株）、住商情報システム（株）、 医薬品産業労働組合連盟、 ドイツ銀行グループ、 ニホンモニター（株）

■マーケティング支援企業
ファミマクレジット（株）、（株）オニザキコーポレーション

■助成金
スペシャルオリンピックス冬季世界大会長野記念資金、	スペシャルオリンピックス国際本部、(財)東京メソニック協会、
（独法）日本スポーツ振興センター	スポーツ振興くじ助成、(財)森村豊明会、(財)中内力コンベンション振興財団

■寄付・協賛
ユニクロ	UT×スペシャルオリンピックス	チャリティプロジェクト、JX日鉱日石エネルギー（株）、ICAP東短証券（株）、リシュモン	F&A	ジャパン（株）、（株）アップフロントエージェンシー、東京都遊技業協同組合、パナソニック（株）、（株）安藤忠雄建築研究所、
（株）ＣＨＩＮＴＡＩ、グラクソ・スミスクライン（株）、日本オーチス・エレベータ（株）、富士ゼロックス　チャリティーゴルフ大会、ＭＤＲＴ日本会事務所、（株）セブン＆アイ・ホールディングス、（社）日本ボウリング場協会、（株）マッシー、三菱商事（株）、
AGCセラミックス（株）、ピーアークホールディングス（株）、トヨタ輸送（株）、（株）ライフ、（株）ジェーシービー（ポイントチャリティー）、（株）ブリヂストン、共同カイテック（株）、三和グループ社会貢献倶楽部、ヤンセンファーマ（株）、大同生命社会貢献の会、
（社）あゆみの箱、(社)生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会、（株）青山サロン、（株）ギフトグッズ、WCSグループ、新井ヴォイスソサエティ・チャリティーコンサート、JR岐阜駅周辺施設連携促進協議会、明治神宮崇敬会、エームサービス（株）、
京セラ（株）、JAIFA東京住友分会、東京ロータリークラブ、ＵＩゼンセン同盟、一般社団法人ＥＯジャパン事務局、（株）アップフロントワークス、日本聖公会九州地区婦人会、（株）エクシオジャパン、（株）ファーストコレクション、ブラザーズ（株）、
ミキグループフレッシュナゴヤ、（株）リバース、東急スポーツオアシス住吉店クラブ酔水、（株）市場価値測定研究所、日本アムウェイ合同会社内あぶあぶあの奇跡を上映する会、郷野・渡辺・山浦・還暦を祝う会、品川女子学院、
（株）ＪＴＢ首都圏新橋支店、グンゼラブアース倶楽部、（株）三菱東京UFJ銀行社会貢献基金、（株）精養軒、神奈川大学人間科学部人科祭実行委員会、大安興業（株）、ＭＤＲＴ日本生命分会、（株）フォーシーズ、
ＭＤＲＴ日本会	MDRT	Foundation・Japan、鹿児島県立串木野養護学校職員有志一同、One	by	One	こども基金、（株）スポーツニッポン新聞社、東京海上フィルハーモニックオーケストラ会場募金、トライアスロンボーイズ有志一同、
ライオンズクラブ国際協会第3回335複合地区女性会員、KDDI（株）＋αプロジェクト、聖隷クリストファー大学大学院修士課程2009年度卒業生一同、ロート製薬　カルガモ基金、（特活）チャリティ・プラットフォーム、（財）ジャスト・ギビング・ジャパン、
St.Andrews	Society、学習院同窓会	桜友会、大阪南ロータリークラブ、東京ウイメンズクラブ、東京ビジネスネットワーク、東京海上フィルハーモニックオーケストラ部、（株）ソニックジャパン、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）、
スペシャルオリンピックス支援コンサート実行委員会、日本オラクル（株）有志の会、国際ロータリー第2750地区インターアクト年次大会実行委員会、国際ロータリー第2750地区インターアクト年次大会会場募金、（特活）千楽	chi-raku、
東京タワーＳＯ応援ブース会場募金、（株）セイブシステムリンク主催チャリティオークション、軽井沢チャリティー・コンサート実行委員会、サイバーソリューションズ（株）、大阪プラムライオンズクラブ、日韓交流おまつりチャリティ募金、国際ソロプチミスト大阪-東、
JAIFAオールソニー会、東京西ワイズメンズクラブ、八王子東京パイロットクラブ、UBS銀行チャリティゴルフ、UBS証券会社、大和ハウス工業（株）、シチズンホールディングス（株）、（株）小林事務所、㈲難波アソシエイツ、川崎市立養護学校PTA、
社会福祉法人つくばね会おおばん、日本聖公会　九州教区女性の会、En女医会、富士ゼロックス埼玉端数倶楽部、富士ゼロックス埼玉（株）、イービーエスディーリングリソーシスジャパン（株）、（株）キャンディッド・コミュニケーションズ、（株）トーエル

■ＳＯメイト
アシックス労働組合、オール・デサント労働組合、（株）損保ジャパン企業保険サービス、（株）キャリアビューロー、国際情報企画サービス（株）、トランスコスモス（株）、（株）ワークスアプリケーションズ、（株）オニザキコーポレーション（金丸美智夫、金丸真佐斗、
三谷直男、野田義清、斎藤淳一、南里良彦、徳島明満、金﨑健一、西岡隆博、中津由裕）、三田邦博、ブロードマインド（株）、（株）インフォランス、三井嬉子、国際ソロプチミスト京都、京都ロータリークラブ、京都ライオンズクラブ、京都洛中ロータリークラブ、
関西紙料（株）、医療法人啓信会理事長　中野博美、（社）茶道裏千家淡交会、富士ゼロックス栃木（株）、セイコーエプソン（株）、キッセイ薬品工業（株）、富士ゼロックス長野（株）、（株）ティアマリア、JA長野県グループ、信州ふるさと便事業部、ホクト（株）、
丸美屋食品工業（株）、長野大学、関東化成工業（株）、（株）ファンケル、ファンケルもっと何かできるはず基金、（株）スリーボンド、大安興業（株）、（株）茜屋、（株）加藤自動車相談所、ヒューマンボランティア協会、（株）松本コンサルタント、
徳島県生命保険協会　徳島県に働く生保の仲間、医療法人川島会、ライオンズクラブ国際協会335－A地区、国際ソロプチミスト川西、阪神ユネスコ協会、（株）南都銀行、（株）ダンロップスポーツ、キャロウェイゴルフ（株）、ナイキゴルフ（株）ナイキジャパン、
アメアスポーツジャパン（株）、（株）スワロースキー、アクシネットジャパンインク、テーラーメイドゴルフ（株）、（株）スワニー、ユニックスコーポレーション（株）、ブリヂストンスポーツ（株）、ファイテン（株）、ベンゼネラル（株）、アキレス東北販売（株）、
ザ・バートン・コーポレーション（株）、山本光学（株）、（株）K2ジャパン、（株）コロンビアスポーツウェアジャパン、富士ゼロックス福島（株）端数倶楽部、（株）ゴールドウィン

■協力
（株）イデアクレント、（株）オズマピーアール、（株）KP、（株）ジャパン通信社、（株）ディレクターズシステム、（株）フューチャーゲート、（株）ライゾマティクス、宍道昇、竹中俊彦、志萱晃一、橋本慎太郎、柳田佐保里、中川健一、加藤アラタ、岩瀬裕之、北隼一、
魚本勝之、漆原悠一、（株）アーツ、永尾ちえ、TAKEZO、山下泰裕、王貞治、原辰徳、松浦亜弥、森理世、萩原美樹子、宮部行範、三浦泰年、亀谷望、濱島未来、堀尾正明、森島寛晃、小林研一郎、加藤良三、為末大、中田英寿、井上康生、国枝慎吾、
宇津木妙子、小谷実可子、杉山愛、喜多ゆかり、荒川静香、SHIHO、中野貴、㈶日本体育協会、日本スポーツマンクラブ、メディアセンス（株）、（株）ジェイブレイン、デルタ航空、（株）RIGHTS.、I＆OTHERS、（株）クーバー・コーチング・ジャパン、
（株）フォート・キシモト、富士ゼロックス東京（株）、セイコーエプソン（株）松本事業所、（株）セールスフォース・ドットコム、第一貨物（株）、エフピコ物流（株）、（株）富士通東北システムズ、㈲サポートプランニング、日本電波塔（株）、通天閣観光（株）、三越銀座店、

（株）ステディ	スタディ、Sun	Design	Group、クロエ青山店、（株）WILD	FLOWER	TOKYO、マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン

■個人寄付
一家明成、坂本精志、村上雅則、細川佳代子、三井嬉子、新宅正明、中井梅雄、津川清、庄恵美子、須田道雄、宮崎恭一、横浜信一、篠原浩一郎、川上優子、小玉敏子、岡田浩子、塚田こうじ、米澤喜美子、小山内清孝、竹内清文、
宮寺、三浦勝、斉藤龍二、斉藤猛雄、師岡文男、酒井椎左、中根健治、近藤和子、佐野貴昭、鈴木千代子、沖かな子、宇津木妙子、土井紫生、小林廣久、平井暁子、福田光伸、中村哲也、玉城裕士、小西淑人、加藤幸太郎、岡本元美、
岩崎眞揺、立本宗一、藤井浩一、大河原毅、大河原愛子、チャールズナッシュ、高石好志、渡部知子、伊藤恭二、陣野壮太郎、海野達也、宮直史、西出陽子、山中真佐子、松山幸子、益田直美、福元卓之、ロイ・ファウチ、諏訪俊二、
南正美、加藤武文、宮北幸代、萱間隆夫、エール募金ご協力の皆様

2011年3月31日現在　順不同		　
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認定NPO法人スペシャルオリンピックス日本　ニュースレター『Rainbow』vol.24　企画：SO日本事務局　デザイン：若田友康（WKT）　編集：トライ・アングル企画　印刷：（株）文栄社

2011年スペシャルオ

リンピックス夏季世界

大会・アテネへ派遣

する日本選手団75名

（アスリート52名、コーチ・役員 23

名）、サポートコーチとファミリーが、

東京に集まってオリエンテーションを

行い、有森団長から「アスリートそれ

ぞれが目指している目標に到達でき

るようサポートしましょう」とコーチに

向けて激励の言葉がかけられました。

　東北地方太平洋沖地震の影響に

より3月に予定していた選手団合宿が

中止になりました。選手団の中にも

被害の大きかった地区に住んでいる

アスリートやコーチがいますが、多く

の人が被災した中で、幸いなことに、

選手団メンバーは全員元気にしてい

ます。6月に全員そろってアテネへ行

けることに、とても感謝しています。

　地震の後、世界中の人から温か

い励ましのメッセージをたくさん頂きま

した。世界中の人が日本のアスリー

トを始めとした SO関係者を応援して

くれているのです。今度は私たちが、

『勇気と元気』をお返しする番です。

　笑顔と、体中からあふれる元気を

持って、大会へ参加してきます。

モバイル募金 
携帯電話で100円募金すると、SO日
本オリジナル待ち受け画像がダウン
ロードできます！

ツイッター 
SO日本事務局で、活動を広げる
ため、またタイムリーな情報を伝え
るためにツイッターを行っています。
ぜひ、皆様もフォローしてください。
スペシャルオリンピックス日本

＠ so_nipponhttp://www.noe.jx-group.co.jp/csr/cl ick/
または、「JXクリック募金」で検索！

スペシャルオリンピックス日本 エールプロジェクト
東日本関東大震災で被害を受けた地区のSO関係者へ直接的な支援を行うためのプロジェクトを開始しました。

緊急エール募金
東日本関東大震災

被災地のSOアスリー

トにエールを

　スペシャルオリンピックス（SO）日本

では、東日本関東大震災で被害を受

けた地区の SO関係者への直接的な

支援を行うために、通常のエール募金

のシステムを活用し、緊急の募金を立

ち上げました。

被災地区復興に向けて SO日本にで

きること

　SO日本では被災した地区で生活す

るアスリートや関係者から届く現地の

状況や声を聞いて、早くこの状態を改

善し、安心して暮らせるようになってほ

しい、そして、各地区でのプログラム

が再開され一日も早くスポーツ活動に

も参加してもらいたいという想いから、

この緊急エール募金を募り、SO被災

地区復興支援のために活用させてい

ただきます。

　皆様からのあたたかい募金（エール）

をお願いいたします。

●緊急エール募金サイトより

　オンライン募金受付中

http://www.son.or . jp/bokin/

または、「スペシャルオリンピックスエー

ル募金」で検索

●郵便振替

【口座番号】00160-0-358242

【加入者名】NPO法人スペシャルオリ

ンピックス日本

＊いただいた募金は振込手数料、領収書等発
送費以外の全額を、SO日本の被災地区へ向
けた復興支援のために活用させていただきます。	
＊エールプロジェクトに関する最新情報は
facebookからご覧いただけます。
http://www.facebook.com/profile.
php?id=175885222459345

JustGiving
「スペシャルオリンピックス日本

被災地のＳＯアスリート応援団」

　何かにチャレンジすることで、支援

したい団体のために寄付を集めること

ができるしくみのサイト「ジャストギビン

グ」上で「スペシャルオリンピックス日

本	被災地のSOアスリート応援団」と

いうチームを立ち上げ、被災地の直

接的な支援への寄付を募っています。

チームへの参加方法は①寄付をする

②チームメンバーの一員となってチャ

レンジを掲げる2通りありますのでお選

びいただき、是非ご協力をお願いいた

します。

http://justgiving.jp/team/6276

その他の支援 
応援メッセージ募集

　被災地のアスリート・コーチ・ボラン

ティアに贈る応援メッセージをお寄せ

ください。

被災地区スポーツプログラム復興支

援（予定）

　スポーツやレクリエーションを行うと共

に健康チェックの場も設ける予定です。

その他の支援に関しての詳細は、ＳＯ

日本公式ホームページをご覧ください。

東日本関東大震災
被災地のSOアスリートにエールを

東日本関東大震災
被災地のSOアスリートにエールを

2011年スペシャルオリンピックス 夏季世界大会・アテネ

アテネへの第一歩！

SO日本
企画・マーケチーム奮闘ブログ 
ここでしか見れない、活動の裏側を日々更新！	毎日チェックしてください！！！

http://blogs.yahoo.co.jp/yjch_sonippon

最新の情報を更新しています。SO日本ニュースレター「Rainbow」は、バックナンバーを含め、ホームページ上でご覧いただけます。

クリック募金
JX日鉱日石エネルギークリック募金開催期間残りわずか！

―1日1クリックをお願いしますー

「2011夏季世界大会・アテネ」日本選手団派遣支援を目的として行われており、どなたでも個人の

ご負担なく、1日たった1クリックするだけで、大きな支援につながります。現在クリック募金のご協力

は、1日平均 9,500クリック（名）！1人1クリック、１日 20,000クリック（名）以上のご協力を目標に

皆さんのご友人、ご家族、同僚の方へ、クリックの輪を広げるご協力お願いします！

SO日本公式ホームページ  http://www.son.or.jp/

JX日鉱日石エネルギークリック募金開催期間
2010年3月23日〜2011年7月4日

目指せ！
皆で1日

20,000クリック


