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スペシャルオリンピックスは、知的障害のある人々の自立と社会参加を
目指し、日常的なスポーツプログラムとその成果の発表の場である競技
会を提供するボランティア団体です。

編集・発行：NPO法人SON・広島 事務局広報委員会
〒731-0101 広島市安佐南区八木6丁目2-69 浅野方
電話：（070)1212-2839
Fax：（082)225-7467
E-Mail son_hiroshima@yahoo.co.jp

NPO法人スペシャルオリンピックス日本・広島 総会開催
日時 2020.2.2日曜日10時～
参加者 出席者57名（委任状出席者数 256名）
2019年の事業報告・2020年の事業計画・予算書の承諾。
崔希美理事長の挨拶
理事・監事の改選により、野口隆志副理事長・元山淳理事・新宅圭子監事の挨拶
2022年スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム広島招致活動報告

崔希美新理事長
挨拶

みなさまこんにちは。
このたび理事長を拝命いたしました、崔 希美（さい ひみ）と申します。
私は現在、広島市中区のインターナショナルエアアカデミー広島校というキャビンア
テンダント養成専門校の校長を務める傍ら、県内５大学において講師を務めていま
す。一番下の息子はダウン症を抱えて生まれてきました。生まれてすぐにお医者様
から余命はわずかですと言われましたが、優しいお兄ちゃんたちの助けもあって大き
く元気に育ち、今では楽しそうに小学校に通ってくれています。子育てを通して私も
人として成長してきたように思い、この子が生まれてきてくれて本当によかったと思っ
ています。
これまでさまざまなご縁の中で、障がい者の問題に取り組んで参りました。そして今
年２月からＮＰＯ法人「スペシャルオリンピックス日本・広島」の理事長を拝命すること
となりました。国際的で歴史ある団体さまからのお声かけを頂いたことには本当に驚
きましたが、三宅前理事長の想いを大切に引き継がせて頂きつつ、私のできる限り
のことを全力でさせて頂きたいと思います。特に2022年ナショナルゲームの招致活
動につきましては、現在も事務局の皆さまと足並みをそろえ、広島で頑張っているア
スリート・ファミリーの皆さんのために、全力で招致に向けて取り組んでいます。私も息
子とともにプログラムに参加し、アスリートの皆さんに会える日を楽しみにしております。
そして2022年の秋、皆さんの笑顔がここ広島で弾けることを心から願っております。

新理事紹介
みなさまこんにちは。
副理事長を拝命いたしました、
野口 隆志（のぐち たかし）と
申します。
NG招致をはじめとし、皆さん
のお役に立てるよう、精一杯
頑張ります。宜しくお願い申し
上げます。

理事を拝命いたしました、
元山淳（もとやまじゅん）と申します。
「スポーツを媒介に多くの人々とか
かわる」との本会の主旨に賛同し、
皆さんと協力して活動したいと思い
ます。よろしくお願いします。

第3回
日時

2020年

アスリート交流会

2月

参加アスリート

2日 12時～

29

名

新・旧アスリート役員が、話し合いを重ね、力を合わせてトランプと、
ビンゴゲームをしました。
今回司会の三次支部・本田くん、東広島支部・東くん2人共に、とても上
手で素晴らしかったです。アスリートのみなさんも、とても楽しそうに
笑顔がいっぱい素敵な時間でした。
「 ビンゴゲームをしました。初めて役員として、参加しました。
きんちょうしたけど、楽しかったです。」
東広島支部 東 純平（アスリート）

【お知らせ】
新型コロナウィルス感染症（COVⅰD-19）への対応について
＜中止競技会＞
5月17日（日） SON広島自転車競技会（三原市
6月21日（日） SON広島陸上競技会（三次市）
6月28日（日） SON広島競泳競技会（呉市）

森林公園）

７月からのプログラム
再開がたのしみです！

・3月～6月の期間、すべてのプログラムを中止
・理事会・運営委員会・招致委員会他の会議は、ZOOMを使ってのテレビ会議で開催
・対応マニュアルの作成と衛生用品 ・対策備品を購入

「#Bewithall #ココロつないで」 
スペシャルオリンピックス日本では、アスリートへの応
援をテーマにした特設サイトを開設し、たくさんのかた
からお寄せいただいたメッセージが掲載されています。
https://sonippon.wixsite.com/bewithall #Bewithall
#ココロつないで
是非ご覧
ください！

#スペシャルオリンピックス日本

オフィシャルスポンサー認証状贈呈
自販機設置ありがとうございます

日時

2020年2月12日

日時

2020年 1月15日

広島ロイヤルライオンズクラブ様

株式会社 広島マツダ様

アスリート 田平めぐみさん

アスリート 中川遥翔くん

2020.5.30
アイデザインホーム 様
福山北展示場 自販機
アスリート：
尾道支部 森 日奈野さん

2020年第7回スペシャルオリンピックス日本
冬季ナショナルゲーム・北海道中止
2020年2月21日～23日 北海道で開催予定だった2020年第7回スペシャルオリンピックス日本冬季ナショル
ゲーム・北海道が、新型コロナウイルス感染症の影響で中止になりました。
中止の理由は、下記のとおりです。（北海道実行委員会発表）
・ 選手団は全国から公共交通機関を使って参加するため、移動の際の感染リスクがあること
・ ボランティアや応援者等の大会関係者においても同様のリスクがあること
・ アスリートや大会関係者の中には感染すれば重症化になるリスクが高い方がいることが懸念されるため
・ 大会関係者が大会参加を通じて感染するリスクがあること
・ 大会に参加した大会関係者が仮に感染し保菌者となっていた場合、拡散させてしまう恐れがあること。
2月16日（日）に最後の練習をして、翌17日の夕方に中止の連絡がありました。北海道を目指して、練習して
いたフロアホッケー・アルペンスキーのアスリート、コーチには、大変残念な結果になりました。気持ちを切
り替えて、次を目指しましょう。
この大会に際して、応援していただいた多くの方に心からの感謝を申し上げます。アスリートともども頑張っ
ていきますので、引き続き温かいご支援をお願いします。
フロアホッケーコーチ 宮本恵理

ＮＧ北海道表敬訪問

＊1月下旬から2月上旬に、広島県知事・各市長を表敬訪問しました

広島県知事 湯崎 英彦様 2月4日

東広島市長 高垣 広徳様

2月5日

尾道市長 平谷 祐宏様 2月6日

福山市長 枝広 直幹様 1月28日

三次市長 福岡 誠志様
1月30日

庄原市長 木山 耕三様 1月27日

スノーシューズ
ありがとうござい
ました

公益財団法人前川報恩会助成金
フロアホッケー

株式会社ノサックス常務取締役 野口隆志様
（新副理事長）からスノーシューズをご寄贈い
ただきました。 アスリートを代表して

前川報恩会助成金で、
ヘルメット・手袋など、
道具一式が、購入出来ました。

尾道支部 森日奈野さんに贈呈。

ＮＧ北海道協賛ありがとうございました
尾道パイロットクラブ会長 壇上恵美子・ 医療法人一香会 宇根クリニック 理事長 宇根幸治 ・社会福祉法人虹の会 理事長 藤原博文
特定非営利活動法人きずな 理事 岡崎英治 ・株式会社 小川 ・有限会社 中川鉄工所 ・尾道医療器株式会社
共栄美装株式会社 代表取締役 沖本頼政 ・有限会社 タカハシ包装 ・発達障害児支援サークル 高田敏江
竹下茂・沼田文・岡野颯・森川等・岡本愛・岡本真弓・谷越綾・中村真佐美・河内真奈美・粟村真須美・森由紀・石田佳未恵・神原隆
中田敏江・三宅春美・新門浩吉・岡部崇子・小川将司・大原ゆみ・山本みゆき・貝崎弥生・石原斉子・林原充身・永田理加
加藤秀樹・松本八重美・坂口常子・岡野みどり・西本康雄・森住敦子・吉井達也・亀田拓実・木下郷子・ 東美子・中村弘美
旗手望・大田垣素子・ 宮本恵理・延広和子・森元早苗・谷本勝巳・行里勢津子・宮岡恭子・徳山和子・河野真理・宮本誠
増田尚美・中田敏子・藪下寿美・小西幸恵・川口善次・副島宏克・角本仁奈・浜谷国勝・畑廣秀樹・兵後ひとみ・福田明美
高下夢・高下そのみ・藤田麻里・益田光子・永井麻美・柳田美恵・久笠信雄 ・尾道支部

（順不同）

特定非営利活動法人 スペシャルオリンピックス日本・広島

2020年

オフィシャルスポンサー

広島ロイヤルライオンズクラブ

プルデンシャル生命株式会社福山支社

有限会社

大

かぞくの家

田

金

属

special thanks ！
＊ＳＯＮ・広島

支援自動販売機設置協力（設置台数

59台）

(順不同)

尾道市民センターむかいしま・㈿尾道地区総合トラックセンター・日東電工㈱尾道営業所
学校法人尾道学園 尾道中学校学校.高等学校・重症心身障害児施設ときわ呉 ・ISFネットワーク呉
障害者支援施設ときわ台ホーム・ 広島女学院大学・広島女学院中学･高等学校 ・㈱イズミテクノ
広島県立びんご運動公園・尾道市御調ソフトボール球場・佐伯スポーツ公園体育館 ・㈱前川製作所
㈱DISCO呉工場･桑畑工場 ・ ㈱ハッピーシード.デイサービス・ ㈱ライフパス・(同)武蔵坊
㈱八天堂・ ㈱ 第一ビルサービス・FJJM㈱さくらパーク・㈱アイデザインホーム ㈱エフピコ

＊ＳＯＮ・広島

オフィシャルスポンサー（順不同）

（株）広島マツダ・広島ロイヤルライオンズクラブ・三谷建設 （株)・ (株)ノサックス
（株）八天堂・ 医療法人社団 陽明会・イワコー産業（株）・かぞくの家 さくら
（有）大田金属・プルデンシャル生命（株）福山支社・「小さな親切」運動 尾道支部

＊ＳＯＮ・広島

法人会員

(順不同)

訪問看護ステーション りの・共栄美装（株）・（有)タカハシ包装・ （株）小川・(株）オクモト
尾道パイロットクラブ

＊ＳＯＮ・広島

個人会員（正会員・賛助会員）

崔 希美・竹岡 龍太郎・元山
浅野 庸子・大田 祐介・野津
宮岡 恭子・柳田 美恵・杉丸
宮地 玄・河内 真奈美・原田

(順不同)

淳・野口 隆志・狩野 牧人・新宅 圭子・岡田 幹子・甲原 忍
泰宏・新迫 康子・辻 愛子・加藤 貞子・福元 哲郎・吉山 種彦
譲二・森川 等・島本 幸子・市村 繁三・藤井 孝司・大内 若江
令子・原田 類・松島 由紀子・福永 香代子・村上 喜代子・西 猛

＊ＳＯＮ・広島 ファミリー会員（155名）
＊助成金
(順不同) （公財）久保スポーツ振興基金・（一社） 広島県障害者スポーツ協会
(財）前川報恩会

＊寄付金
岡田 幹子・コメダ珈琲福山松永店募金箱
＊協賛として、物品、会場費などを支援していただきました。
呉マリンボウル・コカ・コーラボトラーズジャパン(株)・（一社） 中央森林公園協会
富士ゼロックス広島（株）・日本写真判定（株）・（株）クラウディア
久笠 信雄
＊2022年 NG招致委員会寄付

