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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組織です。

日時：11 月 20 日（日）10：00～
場所：平和記念公園～宮島
参加者総数：約 300 名（内アスリート 60 名）
「スペシャルオリンピックス２０２２広島」
の大会 1 年前記念イベントを開催！
アスリート・ファミリー・ボランティアが、平和記念公園から大会 T シャツを着
て市内電車に乗り、宮島まで PR をしながらハイキングをしました。平和記念公
園内原爆ドーム前での出発式には、ゲストとして大会サポーターの広島東洋カ
ープ前監督緒方様をはじめとする、JT サンダーズ広島 OB の町野様・大町様、NTT
西日本ソフトテニス部の平岡選手・長江選手、JAL ふるさと応援隊の皆様から応
援メッセージをいただきました。秋晴れの宮島で、多く観光客の中、おそろいの
原爆ドームをバックに出発式

ピンク T シャツで、散策しました。宮島桟橋前広場で解散式を行い、広島東洋
カープの大瀬良選手の応援メッセージの放映、JT サンダー
ズ広島 OB の町野様・大野様や、宮島観光親善大使の向井優
芽様にもメッセージをいただきました。

崔大会実行委員長挨拶

緒方前監督取材の様子

スペシャルオリンピックス 2022 広島
大会サポーター 委嘱状授与式
9 月 15 日（水）10：00

宮島（解散式）参加者みんなでオー！！

「楽しかったです。お揃いのピンク T シャツで NG 広島大
会のアピールをしました。」アスリート委員長

岡本 愛

SON・広島オフィシャルスポンサー認証状贈呈
株式会社 マリモホールディングス 様

左から SON 広島 野口副理事・SON 広島 崔理事長
広島東洋カープ前監督 緒方孝市様

㈱マリモホールディングス
代表取締役社長 深川 真様
SON・広島 崔理事長

【2021 年スペシャルオリンピックス日本・広島大会

報告】

【競泳】 10 月 24 日（日） 呉市 日本製鉄アクアパーク
ｱｽﾘｰﾄ 38 名（招待 SON 山口）

開会式には、新原呉市長も列席。「成績よりも楽しむこ
とが大切です」とエールをいただきました。
表彰台に上るアスリートたちは笑顔でいっぱいでした。
『たくさんのボランティアのおかげで無事に大会を終
えることができました。ナショナルゲームのその先、ド
イツ目指して頑張っていきます！』
呉支部 中島（ファミリー）

【ボウリング】 10 月 31 日（日） 広島市 ミスズボウル
アスリート４６名（招待 SON 愛媛・SON 香川）

GMS を初めて使用して予選 2 ゲーム・決勝 2 ゲーム。
アスリートは、もてる力を存分に発揮。
美鈴が丘高校・広島工業大学・佐伯区ボランティアの
皆さんのおかげで無事に終えることが出来ました。
『緊張したけど楽しんでなげられたので良かったで
す。もっと練習して 1 位をとりたいです。』
広島支部

【自転車】11 月 14 日（日）三原市 広島県立中央森林公園
ｱｽﾘｰﾄ 23 名(招待 SON 山口・SON 岡山)

横山拓斗（アスリート）

開会式には岡田吉弘三原市長からも激励の言葉をい
ただきました。SON 山口、岡山から参加も含めアスリ
ートが晴天の下駆け抜けました。20 名のボランティ
アさんのサポート、大変ありがたかったです。
『はじめての経験で親子共々楽しみました』
広島支部 中元（ファミリー）

【バスケットボール】11 月 28 日（日）福山市 エフピコアリーナふくやま（大アリーナ）
ｱｽﾘｰﾄ 36 名（招待 SON 山口）
参加チームは，山口県「スマイル山口」・
東広島「ターミネーター」X「ターミネーターZ」・
尾道「ええにゃん」の 4 チーム。
『午前午後 2 試合ずつ計 4 試合，日ごろの練習の成果
を精一杯発揮している姿は，とてもイキイキしていま
した。来年もたくさんの笑顔に出会えますように！』
三次支部 高下（ファミリー）

【柔道】11 月 27/28 日

エフピコアリーナふくやま（柔道場）

ｱｽﾘｰﾄ 18 名（招待 SON 和歌山・SON 熊本）

ＳＯN ドリームサポーター平岡拓晃様が来広！
27 日予選・振り分け委員が見守る中、色々な運動・ゲー
ムを近大付属高等学校柔道部と楽しみ、28 日決勝。1 対 1
の真剣勝負!!きちんと礼をして、声を出し試合スタート。
ラストは、ラブアートのダンスで盛り上がりました
『あいつラスボスみたいに強かった！もっと練習して
強くなる！』

尾道支部 篠原綾（アスリート）

【陸上記録会】 12 月 12 日（日）
「スペシャルオリンピックス
2022 広島」大会支援

みよし運動公園陸上競技場
参加アスリート 22 名

広島市ふるさと納税！開始
よろしくお願いします。

『走り幅跳びはイマイチで、走ること
は出来ました。遠くに跳べるように
努力します。』
三次支部 永井陽菜（アスリート）

東広島支部にて
卓球プログラム開始！
返礼品あるよ♥

卓球新規認定コーチクリニック

詳しくはスペシャルオリンピックス日本・広島

12 月 19 日（日） 13：00～

ホームページ大会特設サイトをご確認ください
https://sonippon.wixsite.com/so-2022-hiroshima

東広島市 平岩地域センター
講師：前浪 祐吾ﾄﾚｰﾅｰ（SON 千葉）
受講者：8 名

競泳・柔道・バスケットボール・ボウリングも新規認定コーチクリニックも開催しました。
引き続きボランティアコーチ募集中！

ヒューマンフェスタ 2021 ㏌ 府中町
11 月 28 日（日） 府中町くすのきプラザ

アリーナ

「スペシャルオリンピックスを体験しよう！」
「ゆる～くスポーツ体験」参加者： 30 名
「サッカー体験」
参加者：一般 8 名・ボランティア 4 名
アスリート 5 名
東広島支部サッカープログラムのアスリートと一緒に、日頃の
練習を体験。サンフレッチェ広島アンバサダーの森崎浩司さん
とリフティングやドリブルのミニゲームも。優勝商品は森崎さ
んのサインで大好評でした！最後はみんなで記念撮影！

サンフレッチェ森崎浩司様を囲んで記念撮影

ボール作り

ゆる～くスポーツ

なないろ作業所の皆さんを中心に、岡田監事の指導の
もと、体をほぐしたり、新聞紙を使った、手作りボール
作りなど。自分のペースでゆっくり、ゆっくり

サッカー体験 ミニゲーム

1 階展示スペース

アスリートストーリー発表会 2021
9 月 18 日（土）YouTube 配信

赤い羽根共同募金
のお願い

SON・広島から 2 名参加しました
呉支部
岡本愛さん
東広島支部 洲崎雅裕くん

「YOUR SONG 賞」受賞

今年は、目標 300 万！！
ご協力をお願いします

洲崎雅裕くんおめでとう！

洲崎雅裕くん
“SON アスリートアンバサダー”に決定

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
2022年度 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

69台）

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・

(順不同)

尾道市御調ソフトボール球場・ 広島県立びんご運動公園・ 日東電工㈱尾道営業所

広島女学院大学・ 広島女学院中学･高等学校・ 学校法人尾道学園 尾道中学校.高等学校・ 重症心身障害児施設 ときわ呉・ 障害者支援施設ときわ台ホーム
㈱八天堂・ ㈱DISCO 呉工場･桑畑工場・ ㈱第一ビルサービス・ ㈱エフピコ ・佐伯スポーツ公園体育館・ ㈱アイデザインホーム・ FJJM ㈱ さくらパーク
㈱イズミテクノ・デイサービス ハッピーシード・ ㈱前川製作所・ISFネットワーク呉 ・ ㈱ライフパス・ 優輝福祉会 コージガーデン・ (同)武蔵坊

＊ＳＯＮ・広島 オフィシャルスポンサー（順不同）
(株)広島マツダ・三谷建設(株)・(株)フレスタホールディングス・城南ロータリークラブ・ニッキフッコー(株)
広島ロイヤルライオンズクラブ・ (有)榮成興産・イワコー産業(株)・ 西原資源(株)・ コトブキ技研工業(株)
(株)マリモホールディングス・(株) GAパートナーズ・NPO法人かぞくの家さくら・日本基準寝具(株)・(株)小川
(株)八天堂・(株)モルテン・医療法人社団陽明会・ネッツトヨタ中国(株)・(株)ますやみそ・（株）ウメソー
(株)やまだ屋・ (有)大田金属・ (有)協和製作所・ (株)ヒラオカユニ・ (福)交響
＊ＳＯＮ・広島 法人会員 (順不同)
(有)タカハシ包装・(株)オクモト・(有)サイクルショップ カナガキ・共栄美装(株)・(福)虹の会・(医)こね森内科医院・ニシヒロ興産(株）
尾道パイロットクラブ・ 広島東南ロータリークラブ・ 国際ソロプチミスト三次・ 広島もみじライオンズクラブ

＊ＳＯＮ・広島 個人会員（正会員）
(株)サンメディカル福山営業所
新宅圭子・ 狩野牧人・ 河田和子・ 元山淳・ 竹岡龍太郎・ 柳田美恵・ 宍戸雅美・ 島本幸子・ 岡崎富男・ 森健太郎・ 宮岡恭子
村上喜代子・ 森川等・ 温泉正博・ 辻 愛子・ 友井則美・

＊SON・広島

個人会員（賛助会員）

西猛・ 林原充身・ 副島宏克 ・ 信末一之・ 岡田紀彦・ 岡田幹子

洲崎吉範・ 東谷法文・ 野津泰宏・ 藤井孝司・ 赤木浩枝・ 宮地玄・ 旗手望・ 甲原忍

大内若江・ 松島由紀子・山本睦子・ 國竹尚子・ 河内真奈美・ 新迫康子・原田類・ 河野卓也・ 八幡浩司・ (医)一香会 宇根クリニック

＊ＳＯＮ・広島 ファミリー会員（159名）
＊助成金 (順不同) (公財)久保スポーツ振興基金・(一財)多山報恩会・(公財)広島スポーツ文化財団・(公財)エネルギア文化スポーツ財団
＊社会福祉法人 広島県共同募金会 令和2年度社会課題解決プロジェクト募金（427件）
＊寄付金
広島パイロットクラブ・(株)純正食品マルシマ・角田佳介・久笠信雄
＊協賛として、物品、会場費などを支援していただきました。
コカ・コーラボトラーズジャパン(株)・呉マリンボウル・(一社）中央森林公園協会 ・日本写真判定(株)・(株)八天堂
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン広島(株)・福山ライオンズクラブ・（社福）虹の会

