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『2022 年第 8 回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』

大会ロゴ・スローガン 記者発表！
日記者発表
時 ２０２１年 4 月 20 日 13：10～14：30

場 所 おりづるタワー 12 階

2022 年 11 月 4 日（金）～6 日（日）に開催する「２０２２年第８回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」の大会ロゴ・スローガンの記者発表を行いました。新型コロナウィルス感染症の影響で大会会長 有森裕子理事長と副
会長 市川則之 SO 日本評議員は、オンラインでの出演になりました。湯崎県知事をはじめ競技開催地区 4 市町長・（一社）
広島県障害者スポーツ協会 山根恒弘会長・大会アンバサダーに就任いただいた森崎浩司（サンフレッチェ広島）様よりあ
たたかい励ましの言葉をいただき、アスリートを代表して、広島支部の小川真治くんが、大会への決意と思いを表明しまし
た。

後列左から 湯崎英彦広島県知事・岡田吉弘三原市長・新原芳明呉市長・大会副会長・（一社）広島県障害者スポーツ協会会長 山根恒弘
箕野博司北広島町長・松井一實広島市長・サンフレッチェ広島 FC アンバサダー 森﨑浩司
前列左から 大会実行委員長（SON 広島理事長）崔希美・広島支部アスリート 小川真治
オンライン左から 大会会長（SON 理事長）有森裕子・大会副会長(SON 評議員)市原則之
敬称略

【大会ロゴ

コンセプト】

開催県・広島の県の木「もみじ」をモチーフに、垂直に立てた葉の姿は未来
志向であり放射状の葉片はこれから私たちが向かうべき多様性を尊重する社
会をあらわすとともに、これを実現する参加者や観客のエネルギーをグラデ
ーションの色調にこめました。日本の縮図といわれる多様な広島県の環境、
瀬戸内海、中国山地、都市の賑わい、人々の、躍動を多彩な色に置き換えて
います。

2022 年第 8 回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
《第 1 回大会実行委員会総会 2021.04.20》
おりづるタワー 2 階 第 3 会議室
第 1 回大会実行委員会総会が開催されました。
大会会長 有森裕子（SON 日本 理事長）挨拶・大会実行委員長
崔希美（SON 広島理事長）へ委嘱状の授与。
大会実行委員長 崔希美より挨拶。
実行委員会規約承認。今後の大会準備のスケジュール説明。

【SON 広島 2021 年第１０期 通常総会開催 ２021 年２月 14 日】
東区地域福祉センター 大会議室
SON 広島の 2021 年通常総会が開催されました。コ
ロナ禍で多くの競技会やプログラムが中止になりま
したが、2022 年第８回スペシャルオリンピックス日
本夏季ナショナルゲーム・広島に向け会員一丸とな
って活動していきます。今年初めて、コロナ対策とし
て WEB 参加も併用のしてのハイブリッド開催をしま
した。

【三原市長・北広島町長 表敬訪問
2021 年４月６日】
多大な応援をありがとうございます！
三原市（自転車）、北広島町（馬術）への
ナショナルゲーム開催の
ご協力のお願いをしました。
来年に向かって前進しております。

箕野博司北広島町長

岡田吉弘三原市長

長

【赤い羽根共同募金】 今年度の目標達成しました！！
ご協力ありがとうございました。
赤い羽根共同募金総額

2,631,436 円（加えて、目標額達成で共同募金会より特別報

酬 50 万をいただきました。） 来年も、よろしくお願いします。

「2022 年第 8 回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」

実行委員会事務局 開設しました！！！
〒730-0051
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https://sonippon.wixsite.com/so-2022-hiroshima

SON 広島 こんな活動をしました！！！コロナに負けないチャレンジ！！
★柔道体験会★ 2020 年 9 月 20 日（日）・11 月 22 日（日）エフピコアリーナふくやま柔道場にて開催
福山ライオンズクラブ様から、アスリートに素敵な参加賞をいただきました。

★フロアホッケー体験会★ １２月６日 （日） 福山大学 体育館
（公財）前川報恩会さまの助成で用具を揃えました。ありがとうございました！

2021 年第 4 回アスリート交流会 2 月 28 日（日）
＠zoom
ボウリング記録会

～アスリートも新時代

リモートで仲間とつながろう～

11 月 8 日(日） 於 松永ベイボウル

新型コロナウィルス感染症により、日時変更や開催会場変更な

2020 年 9 月より、アスリート委員会は、Zoom を

どにも見舞われつつ、何とか開催することができました。

始め、なんども練習を重ねてききました。

各支部のアスリートが集めって、日ごろの練習の成果を出しまし

自己紹介の後、しりとりと自分で作るビンゴゲーム

た。アスリート 18 名がんばりました。やり切った笑顔です。

をしました。久しぶりの再会に盛り上がりました。

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

2021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

かぞくの家

special thanks ！
＊ＳＯＮ・広島

支援自動販売機設置協力（設置台数

69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・ 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・㈱エフピコ
㈱八天堂・㈱DISCO 呉工場･桑畑工場・㈱第一ビルサービス・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
佐伯スポーツ公園体育館・ ㈱イズミテクノ・デイサービス ハッピーシード・㈱アイデザインホーム・FJJM ㈱ さくらパーク
㈱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・広島ロイヤルライオンズクラブ・三谷建設（株）・ コトブキ技研工業 （株）
（株）フレスタ・「小さな親切]運動尾道支部・（有）榮成興産・ニッキフッコー（株）
医療法人社団 陽明会・（株）八天堂・NPO法人 かぞくの家さくら・ネットトヨタ中国（株）
（株）ますやみそ・（株）モルテン・（株）小川・（株）ウメソー

＊ＳＯＮ・広島
＊ＳＯＮ・広島

法人会員 (順不同)
個人会員（正会員）

（株）やまだ屋・（有）大田金属・（有）協和製作所
信末 一之・岡田 幹子・岡田 紀彦・新宅 圭子・狩野 牧人・河田 和子
竹岡 龍太郎・柳田 美恵・元山淳

＊ＳＯＮ・広島 ファミリー会員（146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
＊（社福）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）
広島パイロットクラブ
＊寄付金
＊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
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン広島（株）・日本写真判定（株）・福山ライオンズクラブ

