
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中四国ブロック競泳競技会 in 愛媛  2019 年 10 月 26 日・27 日  

 

スペシャルオリンピックスとは、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活動です。 

2019年 12月 31日 

 
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 
HP     son-hiroshima.org  

「ライオンズクラブ 58th  OSEAL FORUM」 
スペシャルオリンピックス日本パートナーシップ ボッチャイベント

 2019.11.9 （土）13：00～ 中島小学校 体育館  

（一社）日本ライオンズと（公財）スペシャルオリンピックス日本が、パートナーシップ

協定を締結されたことにより、広島で開催されたライオンズクラブ 『第 58 回東洋東

南アジアフォーラム』において、ユニファイドボッチャ体験イベントが行われました。 

初めてボッチャを体験する SON・広島のアスリートやライオンズクラブの方々に、

SON・岡山から来られたボッチャコーチによるルール説明後、SON・岡山のアスリート、

SON・広島のアスリートとファミリー、全国のライオンズクラブの方々など、100 名近い

参加者で 10 チームを結成し、5 コートに分かれてゲームを楽しみました。優勝は

SON・岡山チームでしたが、参加賞としてアスリートは素敵なお土産をいただき、大盛

況で幕を閉じました。    

東京 2020オリンピック聖火ランナーに決定 

  森さん・大賀君 おめでとうございます！ 

広島県の聖火ランナー41 名が 12 月 17 日に発表されました。スペシャルオリンピックス日

本・広島から 2019 年スペシャルオリンピックス夏季世界大会アブダビで活躍された、大賀康

平君と森日奈野さんのお二人が選出されました。おめでとうございます。 

ＳＯを代表して「スポーツの楽しさをアピールしたい」という思いが伝わるように楽しみながら聖

火リレーを頑張ってください。皆さん、5月 18日～19日の聖火リレーの時には、ぜひ二人が走

られるルートの沿道で盛大に応援をよろしくお願いいたします。 

中国四国ブロック競泳競技会 IN愛媛にアスリート 12人が参加しました。 

26日の交流会で SON広島の紹介としてフラダンスを踊りました。 

27 日はいよいよ本番の競技会です。みんな、深いプールにびっくりしながら練習の成果を出してく

れました。（マキシマムエフォートにかかるくらい記録を伸ばしたアスリートもいました）リレーも頑張っ

て、みんなメダルをもらって帰りました。泳法違反（足をついて歩いた）のアスリートもいて、参加種目

の選び方、練習方法も勉強になった競技会でした。 

水泳連盟の方、学生さん、SON 愛媛の皆さん、ありがとうございました。進行もスムーズで時間通り

に終わりました。 
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◆バスケットボール競技会◆  

2019.11.17(日)昨年は災害で中止となったバスケットボール競技会。

今年は竹原市バンブージョイハイランドにて、島根･尾道･東広島から 

アスリート 45 人、コーチやダルさんボランティアさんなど 41 人が 

参加しました。 

逆転や僅差の勝負など、見応えのある面白い試合展開が続きました。 

阿久根翔太さんの「点は入らなかったけど、みんなのために頑張った」

とのコメントにあるように、まさに「ONE TEAM」で頑張りまし

た。個人競技でも、他のアスリートがゴールを決めれば、自分のこと 

以上に手を叩き喜ぶ姿が印象的でした。 

◆陸上競技会◆ 

2019.11.10（日） 三次陸上競技場にて、 

愛媛･高知･香川･鳥取･尾道・三次からアス 

リート 70 名、コーチ･ボランティアさん 

約１００名が参加しました。 

沼田トレーナーによる体幹トレーニングの実演や 

２月に北海道で開催される冬季ナショナルゲームの 

トーチランも行われ、熱気あふれる競技はもちろん、 

見どころ満載の競技会となりました。 

呉マリンボールにて、22 名参加  

 

◆ボウリング競技会◆ 

10 月 27 日(日) 広島パークレーンにて、山口･岡山･愛媛･高知･

呉･三次･東広島･尾道･広島の９地区からアスリート 43 名が参加 

しました。日頃のプログラムでの 

練習の成果を発揮するとともに、 

みんなで和気あいあい♪ 

楽しい時間を過ごしました。 

ボウリングスキルアップ研修会 陸上コーチクリニック 

 

岩国スポーツデー 

  2019.9.8（日）

（（日） 

 

2019.9.28（土）

（日） 

 

広島県立みよし公園にて、19 名参加 

2019.10.13（日） 

 

米海兵隊岩国航空基地にて、187 名参加 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 11 月 17 日 SON 山口の 20 周年記念式典に浅野事務局長と

宮本スポーツプログラム副委員長で出席しました。記念講演は

SON熊本の中村勝子さんでした。 

 

  

アスリート活動へのご支援ありがとうございま

す。 

10月 6日に感謝状を贈呈しました。 

 

広島市中区舟入神社前のマンション・サク

ラパーク(株)ＦＪＪＭ様にコカ・コーラの支援

自販機を設置させていただきました。 

 

  盛大な 20 周年記念式典で、バンド

演奏など盛り沢山の内容でした。 

 20周年のあゆみが大きなパネル展示

で良かったです。 

    

      

 

 

ＳＯＮ山口 20周年記念式典  コカ・コーラの支援自販機設置 

ＳＯボランティアの見崎晶さん、 

第 39回全国中学生人権作文コンテスト最優秀賞おめでとうございます 

第 39 回全国中学生人権作文コンテスト広島県大会で最優秀賞に入賞、

中央大会においても奨励賞を受賞された中学 3 年生の見崎晶さんは、自転

車競技審判をされているご両親の影響で小学校に上がる前から自転車競技

に携わってこられ、ＳＯの自転車競技会をご家族と共に１回目からずっとお手

伝いしてくれています。 

 

＊HAP とはヘルシー･アスリート･プログラムの略称で、アスリートの健康を増進

し、競技会などで実力を最大限に発揮できるよう健診を行い、アスリート本人や

コーチ、ファミリーに結果を伝えて、健康に対する意識や知識の啓蒙を行い、生

活の質の向上を目指すスペシャルオリンピックスのプログラムです。 

 

＊受賞された作文はＳＯの自転車競技会で経験したことを感性豊かに書かれ

ています。別紙にて紹介させていただきますので、ぜひご一読ください。 

アスリート活動へのご支援 

ありがとうございます。 

10月 6日に感謝状を贈呈しました。 

 

「SON・愛知 20周年記念式典」に出席！  

10月 29日（火）キャッスルプラザ 

崔理事と有森理事長 

 

バレーボール・リレー・ボッチャ等を楽しみました。

どの生徒さんも、素晴らしい笑顔で、フレンドリーに

声をかけてくれました。アスリートも、とてもうれしそ

うでした 

 

12月 12日(木) 17時～ 広島県立体育館 

岡田理事、アスリート 4名、ファミリー4名と、崔希美理事、

IAA インターナショナルエアアカデミーの生徒さん 14名 

総勢 24名で交流しました。 

 

IAAインターナショナルエアアカデミー 

広島校の皆さんとの交流会 

ヘルシー・アスリート・プログラ

ム（HAP)が 6 種目あり、今回

参加してみて、広島のアスリ

ートにも本当に受けさせたいと

思う内容でした。 

 



special thanks ！ 

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 
2019年  オフィシャルスポンサー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ＳＯＮ・広島 支援自動販売機設置協力（設置台数 53 台）  (順不同) 

尾道市民センターむかいしま・広島県立びんご運動公園・佐伯スポーツ公園体育館・尾道市御調ソフトボール球場 

学校法人尾道学園尾道中学.高等学校・学校法人広島女学院大学・学校法人広島女学院中学.高等学校・日東電工㈱尾道営業所 

重度心身障碍児施設ときわ呉・障害者支援施設ときわ台ホーム・㈱ハッピーシード.デイサービス・㈱アイデザインホーム 

 ㈱八天堂・㈱DISCO 呉工場.桑畑工場・㈱ライフパス・㈱イズミテクノ・㈱第一ビルサービス・(同)武蔵坊・㈱前川製作所 

㈱エフピコ・FJJM㈱.さくらパーク・・㈿尾道地区総合トラックセンター 

＊ＳＯＮ・広島 オフィシャルスポンサー  (順不同) 

 ㈱広島マツダ・㈱八天堂・三谷建設㈱・㈱ノサックス・プルデンシャル生命㈱福山支社・医療法人社団 陽明会 

 広島ロイヤルライオンズクラブ・㈲大田金属・イワコー産業㈱・「小さな親切」運動尾道支部・かぞくの家 さくら 

＊ＳＯＮ・広島 法人会員  (順不同)  

 共栄美装㈱・㈲サイクルショップカナガキ・㈱サンオート・㈱ガスセンター広島・東洋観光㈱・㈱扶桑商会・TOKIYA PLAS㈱ 

特定非営利活動法人 きずな・医療法人社団 こね森内科医院・社会福祉法人 交響・㈱ヒラオカユニ・㈱葉名組・㈲協和製作所 

広島東南ロータリークラブ・呉ライオンズクラブ ・三次ライオンズクラブ・㈱オクモト・㈲タカハシ包装  

＊ＳＯＮ・広島 個人会員（正会員・賛助会員）   (順不同) 

 河田和子・狩野牧人・岡田幹子・新宅圭子・市村繫三・浅野庸子・柳田美恵・小川幸夫・山本 優・森川 等・島本幸子 

森 貴久・森 三郎・赤木浩枝・粟村真須美・吉武雅枝・岩本守代・石橋則子・安達明俊・藤井喜子・甲原 忍・川口善次 

川口加与子・村上喜代子・内藤初恵・佐々木洋子・高橋和美・坂口常子・浜谷国勝・吉山種彦・岡崎英治・沼田文・小川将司 

新門浩吉・中村眞佐美・永田理加・河内真奈美・野津泰宏・金石静子・岡田紀彦・宮本誠・原田令子・原田類・新迫康子 

西江淑子・岡崎哲二・竹元由美・宍戸雅美・屋敷まみ子・松島由紀子・宮地玄・福永香代子・野中幹夫・辻愛子・鈴木裕人 

鈴木恒・岡田美津子・八幡浩司・大内若江 

＊ＳＯＮ・広島 ファミリー会員…………170 名 

＊助成金               (順不同) 公益財団法人 久保スポーツ振興基金・公益財団法人 前川報恩会 

                                 一般社団法人 広島県障害者スポーツ協会 

＊寄付金               (順不同) 広島パイロットクラブ・東広島パイロットクラブ・岡田幹子・薬本薫・阪井信一 

＊陸上競技会協賛者               ㈱大惣 

＊自転車競技会協賛者  (順不同) ニシヒロ興産㈱・㈱西原資源・㈱八天堂・よつば会計㈱・西 猛・藤井孝司 

＊競泳競技会協賛者        尾道パイロットクラブ 

＊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・一般財団法人 中央森林公園協会・日本写真判定（株）・富士ゼロックス広島(株) 

コカ・コーラボトラーズジャパン(株) 

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 

 

環境と人にやさしい地域づくり 

  

有限会社 大田金属 

県北有数のリサイクル工場 

かぞくの家  

http://mitani-net.jp/
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