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http://www.son-nagano.com

「スペシャルオリンピックス日本・熊本
設立20周年記念全国水泳競技大会」遠征

開催日程　2013年5月3日（金）～5日（日）　　会場　アクアドームくまもと

　競技会出場は初めてというアスリートも、日頃の練習の成果を
発揮し、好成績を残すことができました。

水泳コーチ　金箱　英己
　GW中の大会でもあり、一瞬、行くのをためらうような日程の
熊本大会でしたが、アスリートの全力で泳ぐ姿や、泳ぎきった姿、
そして表彰台での笑顔を見たら、やっぱり熊本に来て良かったと
強く感じました。そんな私ですが、たぶん誰よりも大会を楽しん
でいました。ゴメンナサイ。
　２泊３日という長い時間を長野のメンバー11人と過ごし、行
きのバスの中での堅い雰囲気から、２日目の匡平君の２位、遼一
君の１位、そしてリレーの逆転１位!!　そこから長野チームの一
体感が生まれ、そして高まり、３日目の結果に繋がったのかな？
そんな風に感じます。
　それぞれの力で、全力でそれぞれの結果が出せた事、そして決
勝を泳ぎきったアスリートの笑顔…とても素敵な３日間でした。
　アスリートの皆さん！
　至らぬ金箱コーチを支えてくれてありがとう。たった３日間で
したが、皆、いっぱい成長できたね。
　楽しい３日間をありがとうございました。

◆男子25Ｍビート板付自由形
　Div３	 ５位	 宮尾　　旭	 40秒36
◆男子25M自由形
　Div22	 ２位	 増田　貴幸	 27秒67
◆男子25M自由形
　Div15	 ４位	 坂野　圭祐	 30秒88
◆男子25M自由形　
　Div13	 ７位	 大塚　晃平	 27秒43
◆女子25M自由形
　Div４	 ５位	 松崎佳雅里	 41秒31
◆男子25Mバタフライ
　Div２	 ２位	 小泉　匡平	 26秒11
◆男子25M背泳ぎ
　Div２	 １位	 畑　　遼一	 23秒61
◆男子フリーリレー
　Div４	 １位	 畑　　遼一	 増田　貴幸
	 　　	 大塚　晃平	 小泉　匡平
	 	 	 １分36秒46

競 技 結 果
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　茅野市で毎年開催される市民の水泳競技
大会に、アスリート23名が参加。混合100
メートルリレーなど一般とSOのアスリート
が一緒に競う種目も組み込まれました。ア
スリートと市民がスポーツを通じ自然な交
流を育むことにより、ソーシャルインクルー
ジョン（包み込む社会）を促進しているSO
にとって、とても有意義な大会でした。

   「第58回茅野市総合体育大会　水泳競技大会」「第１回スペシャルオリンピックス日本・長野水泳競技大会」同時開催!!　SON・長野のアスリート23名参加！

全体合宿 in 蓼科 2013年6月29日（土）～30日（日）

　アスリート・コーチ・ファミリー総勢188名。１日目は、競技ごとに分かれて、トレーニング。日常プ
ログラムでは顔を合わせない他支部のコーチ・アスリートと一緒になって汗を流しました。
　２日目は、全員でサッカー。長野にはまだプログラムがありませんが、ボールを追いかけることで興味
をもったアスリートも多数。新プログラム立ちあげに一歩前進です。
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植松美千代コーチ
講演講師として招かれる

　「JSCA障 害 者
水 泳 指 導 者 研 修
会」にて、「知的
障害者水泳指導の
テクニック」と題
して講演しました。
　実際の練習風景の映像を使って、技術・精神
両面から指導のポイントを具体的に説明し、受
講者は熱心にメモをとっていました。水に顔を
つけることも苦手だったアスリートが100ｍ泳
げるようになった理由がわかった講演会でした。

   「第58回茅野市総合体育大会　水泳競技大会」「第１回スペシャルオリンピックス日本・長野水泳競技大会」同時開催!!　SON・長野のアスリート23名参加！

日常プログラムの風景

上田バスケットボールプログラム
　登録アスリート20名。登録コーチ・ボランティア15名。仕事などで都合がつかない場合も、コーチ・ボランティ
アが交互に参加する形で、年間を通じてプログラムが行われています。
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　この度、若麻績享則前理事長の後任として、私が理事長をお引き受けすることになりました。事
務局長在任中よりの皆様のご尽力に感謝いたしますとともに、より一層のご支援ご協力をお願い申
し上げます。
　2013年の今年、SON・長野は設立15年を迎えます。この節目の年に、SON・長野のさらなる
発展のため、理事の皆様のご協力のもと「組織の整備と充実」、「コーチ・ボランティアの増員とス
キルアップ」、「ファンド活動の充実」を柱に掲げ、大幅な組織改正を実行いたしました。SON・長
野の、より安定した活動をめざし努力を続けてまいる所存です。

　1998年の設立以来、大きな志と情熱を持ってSO活動を支え育ててくださった多くの方々のご努
力に感謝するとともに、アスリート、ファミリー、コーチがともに手を携え、さらなる発展をめざ
し力を尽くしてまいります。
　温かい目で見守り、育んでいただきますようお願い申し上げます。

　色えんぴつ23号後、2013年８月末現在の実績ですが、万が一記載もれがありましたらお許しください。

セイコーエプソン株式会社 ホクト株式会社 JA長野県グループ 株式会社サーキットデザイン
富士ゼロックス長野株式会社 長野大学後援会 信州ふるさと便事業部 株式会社ティアマリア
上諏訪温泉しんゆ 蓼科温泉ホテル新湯 国際ソロプチミスト長野 国際ソロプチミスト長野ｰみすず
仙岳 Ｓ・Ｋボランティア タヤマスポーツ株式会社 川中島町更北子ども会育成会
飯綱町 モイスティーヌラポーレ

宮下智　 黒田昌子 黒沢俊典 森恵美 西野富子 山崎繁子 渋沢その 常田麗子
松島直美 福士美奈子 斎藤真千子 菅生きみ 黒柳美和子 西沢きよみ 西沢美佳 高木美江子
斎藤洋子 佐々木豊子 若林紀美子 荻原秋代 中村千寿子 宮澤左知子 丸山信子 植松美千代
宮下光子 笠間和子 石井久子 宮澤眞由美 上野眞紀子 若林美也子 依田ふさ子 中野博子
小坂まり子 野村桂子 宮澤美彌子 長谷川ゆう子 綿貫妙子 中嶋睦子 橋本司津子 山本智恵子
宮澤昌子 竹内牧子 久保田優子 水科利恵 青木弘美 竹内菊江 丸山一美 納富真弓
大橋みち江 永井裕子 米望信子 戸谷　由子 勢能澄子 青木千代子 伊澤喜久子 太田かおり

若麻績享則 高橋聖明 伊澤喜久子 若林紀美子 小松紀男 安川英昭 綿貫隆夫 竹村幸則
杉本幸治 山崎典久 宮下智 中村通 伊東宏晃 宮下和彦 山田清美 宮沢忠雄
柴田博康 滝澤ゆり子 荒井久也 倉石和明 室賀豊 土屋龍一郎 関豊春 渡邉務
荒木武貴 土屋達夫 監物直美 堀内豊彦 宮林栄一 中村晴文 宮澤政男 竹内忠雄
吉田由美子 伊藤紫一郎 小口明人 山田行人 諸橋賢二 伊藤成二 樋口健太郎 植松美千代
両角久美 高橋幸枝 小出郁子 太田かおり

皆さまのご支援・ご協力に感謝いたします

  寄付・協賛・協力企業、団体、個人 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　　（敬称略・順不同）

  社　　員 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                      　（敬称略・順不同）

新理事長に就任して

　理事長　伊澤　喜久子
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西沢真一 西沢綾乃

花岡大吾 赤沼大地 丸山祥太 和﨑愛実 吉田空未 有賀早紀 竹内和茂 小山海斗
山口健司 小出寛子 田丸明衣 中村文昭 宮沢淳 宮沢幸博 山岸一徳 真篠大樹
横谷梨央 宮林功 春原翔 田村さおり 久保田寛 池本夏綺 高橋正幸 中村美穂
本堂敬祐 井上友博 山本杉樹 山川ゆかり 髙木悦子 山本静代 花岡千生 赤沼伸一
丸山由美子 和﨑綾子 吉田由美子 有賀美幸 佐藤和秀 竹内三枝子 小山香 山口逸代
田丸美佳 中村晴文 山岸春江 真篠正二 横谷徳子 宮林裕子 春原紀子 田村富貴子
久保田澄子 池本昭子 高橋美枝子 中村登美枝 本堂敬 井上文子 小野達也 小木曽優介
飯島英一 山浦さおり 山浦諒 山崎信男 磯田光司 磯田史豊 長坂尚武 長坂圭子
大井大輔 大井一弘 大井晴美 清水淳子 山田奈美 宮沢左知子 山倉奈夫美 中村尚子
丸山信子

上原育茂 甲田泰広・令子 甲田靖典 藤野みさ子 木下翔太 木下優子 大塚史緒 大塚歩夢
泉田裕香 泉田裕章 小林健志 小林千恵子 北沢真吾 北沢美智江 澤山俊 澤山文雄
春原弘子 春原歳子 関智徳 高橋一生 高橋秀幸 高橋君則 高橋奈月 竹花幸宏
竹花節子 中村文茂 中村のり子 平野元章 松下雄也 松下澄夫 丸山達也 丸山由美子
水沢準 水沢家佐美 矢部直 矢部繁晴 山崎健太朗 山崎善行 大日方剛 大日方賢一
笠原正人 笠原信正 甲田智美 甲田文代 高寺隆浩 高寺徹夫 竹花和磨 竹花好子
中村みどり 中村福江 原山昇 小林寿子 小林健志 増田ゆかり 八重澤裕治 八重澤博
山崎拓真 山崎文枝 渡辺文博 渡辺三恵子 大澤哲夫 尾島信子 尾島美幸 竹内啓子
中村哲 宮坂和代 宮下光子 森恵美 山田清美 渡邉務 渡辺康子 宮下和彦
若林紀美子 若林巧士 赤羽聡子 倉島紗弥香 武田彩音 芹澤優一 山形和子 竹内茂子
荻原友子 清水えみ子 滝沢佐恵子 坂田睦子 中山しづ子 林道子 中谷恭平 濱顕裕

秋山恵吾 荒井潤一 石塚賢 内堀遼 荻原淳一 工藤恵 小須田陸斗 佐藤裕介
篠沢由浩 篠塚淳 芝田康 鈴木基也 田村応子 中田裕美 南沢伸太郎 宮本安紀
村田吉見 横田健利 熊谷万太郎 井出光男 岩井竜太 岡村広生 荻原徳博 春日俊彦
加藤すみ子 加藤三子 小林利郎 沢野正三 志村今朝文 下島敏美 谷川みち子 鳴沢嘉彦
羽柴富久美 平林和一 細萱和一 細田秀和 丸山智之 丸山善彦 金杉陽一郎 十文字輝明
荒井達雄 石塚さつき 内堀幸江 荻原秋代 工藤康子 小須田健児 小須田なが子 篠沢充子
佐藤かづみ 篠塚慶子 芝田竹男 鈴木薫 田村澄枝 中田たか子 南沢明子 宮本久美子
村田友枝 横田呂美 金杉恭三 十文字輝雄 荒木貴志 荒木武貴 上原達男 内堀成輝
遠藤正幸 行田伸一 小松紀男 千葉里香 中山カヲル 宮本恵梨 原田修 由井寿樹
福島正友 西恂子 西沢秀子

大塚悠平 勝俣彰 菊池義彰 神津昌史 小宮山知世 関愛莉 相馬強 高見澤良
東条雅 成沢伊織 古越健太 堀内萌花 三木光 森泉花菜 柴田剛 森下あゆみ
市川輝美 木村景二 新海祐也 巴将也 谷津悠太 中村通 中村育広 森泉仁
中澤朝幸 三浦俊樹 小山さち子 添田麻里子 田村明夫 石川武 楜沢静枝 山口輝子

松平裕介 松平賢司 松平菊江 渡辺勉 渡辺啓介 小松陽子 小松正和 増田貴幸
増田由美子 百瀬月陽 百瀬綾 駒込功雄 金井研二 畑遼一 畑信太郎 百瀬勇人
浅井洋夫 岩垂竜也 福井正紘 小沢武 滝沢恭子 伊藤謙 滝沢雄太 大貫蓮
西片亮史 下條大介 伊藤平 青木豊子 矢口貴久 丸山幸子 松沢猛 上條あけみ
樋口晴香 香西美智子 川上都子 岩本久 松本英子 松澤和絵 赤羽美加恵 大槻久見子
後藤由香里 長峯亜梨紗 藤本豊三 木村健一 木村章吾 松崎佳雅里 柳沢健晃 山本美千代
下條孝一 下條多美江 三谷恒彦 神田章
金箱英己 一之瀬篤弥

宮坂健 大塚晃平 坂野圭祐 宮尾旭 森畑日凱 長崎蒼史 伊藤楓華 宮坂侑樹
大塚 坂野洋子 宮尾ひかり 伊藤まゆみ 森畑有希乃 長崎和美 宮坂敦 宮坂和昭
小坂康夫 中嶋廣太郎

伊東裕二 小口恵子 伊東久子 武田雄高 森本雄気 森本理恵子 関口さとみ 大崎克哉
小島正寿 白髭和幸 米山豊 布野勝則

堀内春美 柘植明久 倉田禎寛 伊藤俊典 佐藤勇介 副島薫 中島順子 野村洋子
下平和子 平岡恵美 中山梅子 山宮好枝 今村津た子

明星学園 第二明星学園 飯島万友美

長野支部

上田支部

佐久支部

松本支部

軽井沢支部

  賛助会員 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                      　（敬称略・順不同）

諏訪支部

いいだ支部

駒ヶ根支部

いほく支部
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会員を募集

していますスペシャルオリンピックス（SO）とは
　スペシャルオリンピックスとは、知的障害のある人たちに様々なスポー
ツトレーニング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
ている国際的なスポーツ組織です。スペシャルオリンピックスは非営利活
動で、運営はボランティアと善意の寄付によって行われています。スペシャ
ルオリンピックスでは、これらのスポーツ活動に参加する知的障害のある
人たちをアスリートと呼んでいます。

正会員（社員）
　入会金　5,000円
　年会費　5,000円
賛助会員
　個人　1口　 3,000円
　団体　1口　10,000円

ドキュメンタリー映画

養護学校教諭　かっこちゃんこと山元加津子さんと、子ども達との心のあたたまるつながり人はなぜ完全ではないのか？宇宙はなぜ完全ではないのか？今、解きあかされていく
いのちの神秘

あなたは、あなたのままで素晴らしい！
すべてのいのちに「愛」を注ぐ真実の物語

 スペシャルオリンピックス日本・長野

の奇跡
ドキュメンタリー映画

〜本当のことだから〜

4
1

上映会＆講演会

長野市若里市民文化ホール（長野市若里３丁目22番２号）参加費／ 2,000円
主催／ NPO法人 スペシャルオリンピックス日本・長野
主管／ NPO法人 スペシャルオリンピックス日本・長野
　　　 チャリティー実行委員会　　　 TEL.026-225-1550　　　 E-mail : info@son-nagano.com

2014年2月1日（土）13:00〜16:00（12:00受付開始）

スペシャルオリンピックス（SO）とは、知的障がいのある人たちにスポーツ

活動を提供し、彼らの自立と社会参加を応援する活動です。

2014年2月1日（土）
13:00〜16:00（12:00受付開始）
長野市若里市民文化ホール
（長野市若里３丁目22番２号）

上映会＆講演会
の奇跡4

1 山元加津子
ドキュメンタリー映画

【お問い合わせ】
スペシャルオリンピックス日本・長野　チャリティー実行委員会
TEL.026-225-1550　E-mail	:	info@son-nagano.com


