ボウリング

バスケットボール（代々木）

バスケットボール ( 千代田 )

バスケットボール ( 杉並 )

バスケットボール ( 世田谷 )

バスケットボール ( 多摩 )

バスケットボール ( 目黒 )

水泳競技（葛西）

水泳競技 ( 池袋 )

陸上競技（十条）

MDP（機能開発）

陸上競技 ( 多摩 )

サッカー ( 江東 )

サッカー ( 杉並 )

体操競技

卓球 ( 十条 )

卓球 ( 杉並 )

卓球 ( 多摩 )

テニス

バドミントン

バレーボール

アルペンスキー

フィギュアスケート

スピードスケート

フロアホッケー

英会話

合唱

アスリート会

ダンス

理事会

From 1994.10.22 to the future
執行委員会

スポーツプログラム委員会

ボランティア委員会

ファミリー委員会

ファンドレイジング委員会

多くの人に出会い、多くの人に支えられ、多くの感動をもらいました。
今日まで 15 年。そして、明日から永遠に。
アスリートの自立と社会参加という、目標に向かって。
同じことを、同じように。一歩ずつ、着実に。みんなと一緒に歩き続けていきたい。
いつまでも、手を取り合って。

私たちが、スペシャルオリンピックス日本・東京です。
スペシャルオリンピックスは、知的発達障害のある人たちに日常的なスポーツ・
トレーニングと、その成果を発表する競技会を提供する、国際的な非営利団体
です。その活動を支えているのが、ここに登場しているようなボランティアた
ち。もっともっと仲間が増えていくのを、みな心から待ち望んでいます。

広報委員会

企画委員会

支援委員会（とお手伝いの方々）

情報管理委員会

地域展開委員会

❶１９９４年 ❷支配人をしている「東京ポートボウル」
でのボウリングプログラムの実施 ❸東京でプログラム
をスタートされるとき、最初に相談を受けたのが私でし
た。これからもポートボウルをよろしくお願いします。

バスケットボールコーチ
ＳＯ日本ナショナルトレーナー
さん

諏訪俊二

❶１９９４年 ❷バスケットボールプログラムの立ち上げ
❸アスリートたちが苦手とする、社会性を涵養するの
にバスケットボールなどのチームスポーツは大変適して
います。

❶２００３年 ❷テニスプログラム巣鴨会場でのボラン
ティア参加 ❸スポーツとアスリートを通して、人と触れ
合うことの大切さを実感しています。日々新しいことの
発見です。
( 明治神宮外苑アイススケート場場長 )

❶200４年 ❷スピードスケートプログラムを実施してい
た アイス スケ ート 場 へ の 赴 任 ❸Success doesn't
come to you … you go to it. 成功はやってこない、
自分でつかむものだ。

❶１９９６年 ❷広島旅行中に出会った女性の「ＳＯの
コーチをしてみないか」という勧誘 ❸ＳＯ活動の究極
目的「アスリートの社会参加・社会貢献」の道を拓く
ための真のスポーツを実践する時がきました！
（写真左から）種岡明子さん、松本登美子さん、増満昌子さん、北 村千鶴子さん、
佐藤恒司さん、千原ゆう子さん（囲み／高井紀子さん、藤原健さん）
❶さまざま ❷さまざま ❸主に毎週金曜日の午後、事務局作業のお手伝いをしてい
ます。男性メンバーもいます。皆さんもぜひ、ご一緒に！ワイワイやりましょう。

ＭＤＰ（機能開発）マネージャー
ウォーク＆ラン フェスティバル
実行委員長
ボランティア委員会委員長

寺尾志穂さん
朝岡美好さん
戸波朝子さん

❶２００１年 ❷バスケットボールプログラムへのボラン
ティア参加 ❸手探りで始めたＭＤＰプログラムですが、
たくさんの人に助けられて続けることができました。皆
さんに感謝したいです。
❶２００２年 ❷夏季ナショナルゲーム・東京へのボラ
ンティア参加、０６年から実行委員長 ❸ＳＯでのボラ
ンティアはパワーと気づきと仲間と喜びをくれます。今
や私の生活になくてはならないものです。

❶２００２年 ❷夏季ナショナルゲーム・東京へのボラ
ンティア参加 ❸誰かのために、何かができれば！
❶２００４年 ❷米国留学時代に経験した施設でのＳＯ
活動 ❸ちょうど１０周年記念の頃にボランティアとして
参加し始めました。設営で楽しまさせて頂いております。

事務局ボランティアの皆さん

池田朝彦さん

❶１９９４年 ❷ＳＯ東 京の 創
設 ❸細川佳代子さんのお誘い
で、ＳＯ東京の会長（当時）を
拝 命。いろん なことがありま
したが、楽しい１５年でした。

ＳＯＮ東京理事長

加美山節さん

❶１９９４年 ❷経 営 する「東
京ポートボウル」でのボウリン
グプログラムの実 施 ❸ＳＯ日
本細川名誉会長をはじめ、
ＳＯ
Ｎ東京のためにご尽力いただ
いた ボ ラン ティア、コ ー チ、
事 務局スタッフ、そして活 動
の中心のアスリートの皆さま
に、心から 感 謝 いたしま す。
これからも頑張りましょう

米田周平さん（息子）
、博之さん（父）、奈央さん（娘）、真理子さん（母）
❶１９９９年 ❷お父さんのボウリングプログラムへの参加

左から

アスリート達は障害も持っていますが、隠れた！？素晴らしい才能も持っています。彼
等の一生懸命さ、純粋さ、素敵な笑顔に会いに来てください。ゆっくり成長している彼
等は、急がなくていいんだよ！と教えてくれます。親が育てば子も育つ、子が育てば親も
育つ。ぜひお子さんとご一緒に。
（母真理子さん）

スペシャルは学びの場

ボランティアとして関わるに従って、ぜひ我が子にも参加させたい、と。障害がある人
たちも、決して特別な存在ではないのだということを、頭だけではなく体で学んでほしい
と、思うようになったんです。
最初は、小学校２年生の息子と幼稚園児の娘をボウリングに連れて行ったのですが、
そのうち二人とも、自分たちの意思でバスケットボールにも、パートナーとして参加する
ようになりました。実際、親が気負うほど子供たちは、障害の有無を意識しません。普
通にアスリートと接します。同年齢のアスリートとは特に、友達として仲良くなりました。
奈央は『私が行かないと他の人たちが大変だろうから参加する』と言います。
ＳＯと関わっ
て責任感が芽生えたのかもしれません。
（父・博之さん）

皆さんもぜひ、家族でボランティアを！

❶２００５年 ❷ＳＯ日本主催・学校連携プログラムへの協力

ＳＯＮ東京では現在、バレーボールや英会話などいくつかのプログラムで、本校施設
をご利用いただいています。生徒たちもプログラム参加をはじめ、体育祭や音楽祭といっ
たイベントを通じて、アスリートたちとふれあう機会を得ています。
そもそも中学生にもなると、嬉しさや喜びを素直に表すことに照れるようになります。
しかし、ＳＯのアスリートたちの率直な感情表現に触れることで、自らの感情を素直に現
すようになるようです。
また、ある卒業生は、
「高校のボランティアの時間に障害のある人と接した際、周囲の
友人は少なからず抵抗を感じていたようだが、私は全然違和感がなかった。中瀬でＳＯ
と関わったからだ」と言っています。
当初は、ＳＯによってどれほど生徒が変るのか測りかねてはいましたが、このように少
しずつでも成果が見えてきていることは、私にとって嬉しいこと。今後も末永く、お付
き合いできることを願っています。

ＳＯと出会い、生徒は確実に変っていきます

ＳＯＮ東京名誉会長 ( 前理事長 )

米田さんファミリー

ボランティア

❶２０００年 ❷体操競技プログラムの立ち上げ

プログラムのスタートは、バスケットボールの練習を見て、
「体操はできる」と思った
ことがきっかけです。いまは日体大健志台キャンパスの体操競技館で行っていますが、
ここでは世界選手権で優勝した内村航平選手も練習しているんですよ。
指導上、心しているのは、同じ目線に立つこと、楽しく終わること。初めから上手に
なろうと考えなくていい。動いて・跳ねて・飛んで・転がってという楽しさを味わって、
そのうちに「こんなこともできる」となれば。アスリートが楽しく体操に参加して初めて、
次のステップがあると思います。
現場でアスリートと接しているのが楽しいですね。私には、明るく、素直で、伸び伸
びとした選手たちかな。最近はお父さん、お母さんたちが手伝ってくれますし、
奥さん（元
体操選手の栄子さん）がずっと協力してくれているので助かります。これからも私ので
きる範囲で携わっていきたいと思っています。

（東京都杉並区立中瀬中学校校長）

藤川 章さん

ＳＯＮ東京応援団

安田 準さん

フロアホッケー前主任コーチ

阿部祐子さん
合唱主任コーチ

できないことはない！

上村光男さん

すばらしい仲間たちと共通の目標に向かって

「合唱プログラムをつくるので、先生はいませんか」と相談を受けたのが、コーチを引
き受けるきっかけでした。音楽療法の先生を探したんですが、適格な人が見つからず、
「私
でよければ…」と申し出て、会場も職場の桐朋学園大学の教室を使ってはじめました。
現在、アスリートは約４０人。ファミリーも一緒に参加し、ボランティアをあわせると教
室はいっぱいです。プログラムは毎回、ストレッチから呼吸法、顔の骨格を指で押して
刺激するなどのウォーミングアップではじまります。テーマソングは『エーデルワイス』
で、
いろいろな所に招かれては、よく歌います。アスリートがピアノを伴奏し、指揮もします。
はじめは３拍子の指揮がうまくできなかったアスリートが、だんだんに正三角形に振
れるようになります。歌もドミソのハーモニーができたときは、みんなで喜び合いました。
いまでは年数回「ほほえみコンサート」を開催するほか、アスリートがピアノ、ヴァイオ
リン、ギターなどでアンサンブル演奏する「心いっぱいコンサート」を開くまでになりま
した。
いつも「できないことはない」と心がけてコーチしています。音楽を通してアスリート
が自信をつけ、成長していくことが何よりも楽しみです。

大滝正信さん 近藤秀雄さん
❶２００１年 ❷合唱プログラムの立ち上げ

運営・設営ボランティア

小松久晃さん
世界大会予選に参加する東京チームの引率コーチが足りないと友人に頼まれ、軽い気
持ちで引き受けたのですが、フロアホッケーとその仲間たちのすばらしさに魅了されてし
まいました。
フロアホッケーは、とてもおもしろいスポーツです。初めてでもすぐに楽しめ、上達
するとテクニックも奥が深く、運動量があり、戦術も重要です。コーチはアスリートを
サポートする役割ですが、コーチ自身がプレー、ゲームを楽しみ、うまくなれるようにと
練習しています。チームに貢献できるようにと考えている、職業・年代もさまざまな仲
間と世界大会出場という夢に向かって進んでいくのは本当に楽しい！
アスリートたちの成長も驚きの連続です。いろいろな発見があり、感動があり、彼ら
からたくさんのことを学んでいます。私が特に感じたのは、自分に限界を設定しないで、
がんばることの大切さです。純粋に夢に向かってがんばる、とてもすがすがしいですね。

水泳競技コーチ

山本哲也さん
❶２００３年 ❷フロアホッケープログラムの立ち上げ

テニスコーチ

❶２００１年 ❷夏季ナショナルゲーム・東京へのボラン
ティア参加 ❸かけがえのない人たちとの出会いを通し
て互いに一緒に成長できるＳＯボランティア。巡り会え
たことに感謝！

アスリートと接していると楽しい

土屋敏彦さん

監物永三さん

会場提供

中島 強さん
❶２００３年 ❷出身大学の陸上競技部監督から寄せら
れた応援要請 ❸１５周年を契機にいつでも誰でも参加
でき、安全で楽しいプログラム運営を目指して頑張りた
いと思います。

体操競技主任コーチ
ＳＯＮ東京理事

会場提供

❶１９９６年 ❷ＳＯＮ東京を支援する「チャリティ料理
講習会」の開催 ❸
「チャリティ料理講習会」に参加さ
れる皆様も、それが人様のためになっているというこ
とで、とても喜んで下さっています。できるかぎり、続
けさせていただきたいと思っております。

あなたに、わたしに、そして、みんなに

( 東京ポートボウル事業部長 )

❶１９９４年 ❷ＳＯＮ東京立ち上げに際した「メディカ
ルチェック」への協力要請 ❸アスリートたちが安全に、
楽しくスポーツを続けられるよう、引き続き協力いたし
ます。

１５年分の「ありがとう」を贈ります

❶１９９４年 ❷ＳＯＮ東京立ち上げに際した「メディカ
ルチェック」への協力要請 ❸「何のスポーツをやるの？」
という私の質問に答えるアスリートの嬉しそうな表情
に、ＳＯの素晴しさを実感しています。

ＳＯＮ東京副理事長・
スポーツプログラム委員長・
安全委員長・陸上競技主任コーチ

The Volunteers

江上栄子先生

❸コメント

江上料理学院学院長

市村茂樹先生

❷参加のきっかけ

協力医師

林 忠清先生

The Volunteers

仲間たち

❶参加した年

協力医師

スペシャルオリンピックス日本・東京
創立 15 周年記念写真集

