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法 人 ・ 団 体 ・ 個 人 会 員 募 集 中

で

SON・東京の活動は、法人・団体および個人の皆様からの会費と寄付金
によってまかなわれています。

（個人）入会金：5,000 円
正 会 員
（法人）入会金：5,000 円
賛助会員 （一口）
年 ： 3,000 円〜

寄付

SSKR NEWS LETTER とらいあんぐる vol.83

！
2 0 2 1 年 度 定 期 総 会を開 催

お支払い金額はそのまま。
価格の一部（3～5％もしくは定額）が、SON・東京へ寄付されます

年会費：5,000 円
年会費：10,000 円
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～ COVID-19予防対策を徹底し、活動再開ヘの願いを込める～
ちなみに昨年同様、感染予防のため恒例の活動報告会は中

認定 NPO 法人としての2021年度定期総会が3月13日（土）、

郵便振込口座 ： 00140-1-723232
クレジットカード：https://syncable.biz/associate/sontokyo/membership

ご支援・ご協力
よろしくお願いいたします！

※便利な口座振替をご用意しています。詳しくは事務局までお問い合わせください。

止となったため、支援企業・団体への感謝状贈呈は郵送にて行

ということもあり、現地への参加人数を減らす一方、オンライン・

う予定です。

システムを併用することにより、昨年よりも多い会員の参加が

訃報

田川正一さん／2020年6月29日
（月）元理事であり、長年アルペンスキー・

中心メンバーでもありました。そうした精神的支柱ともいうべき方を失っ

プログラムのコーチとしてご尽力いただいてきた田川 正一さんが、享

たことは、団体にとっては非常に大きな損失といえますが、故人の意志

年74歳にて永眠されました。

を継いで、今後もアスリートのために全力を尽くしていきたいと、一同

スペシャルオリンピックス日本・東京の礎を築いてきた方であり、2002

気持ちを新たにしております。

年8月開催の「第3回 SON 夏季ナショナルゲーム東京」を成功に導いた

田川さんのご冥福を、心よりお祈りいたします。

可能となりました。
提出された議案は、2020年度の事業報告・決算報告をはじ
め、2021年度の活動方針及び活動計画、活動予算、そして新任
役員の選任など、すべて原案通り承認され、これにて2021年度
の活動は、正式にスタートすることとなりました。

よろしく
お願いします！

事務局長交代のお知らせ

事務局ビル4階会議室 にて開催されました。緊急事態宣言下

特に今年度は、8年にわたり理事長を務められてきた岡松武
司氏が役員を退任するということで、特別に時間を設けてのご
挨拶となりました。同様に、退任される田島玲子副理事長、湯

4月1日を持ちまして右記の通り事務局長を交代いたしました。
なお峰岸につきましては、常勤職員もあわせて退きますが、引き続き専務
理事として、団体運営及び事務局業務のバックアップに努めてまいります。

新任 ： 前田伸吾 ( まえだ・しんご )

浅泉理事のスピーチもあり、それぞれの長年の活躍に一同が

退任 ： 峰岸和弘（みねぎし・かずひろ）

感謝する機会もありました。

3月21日、緊急事態宣言は解除されましたが、認定 NPO 法人スペシャルオリンピックス日本・東京では、新型コロナウイルス感染
症から職員を守るため、当分の間事務局の勤務体制を、下記の通りとします。

事務局から
お知らせ

理事長退任にあたって

●フレックスタイム制度 ( コア・タイム11:00-16:00) を活用し、混雑ピークを回避した出勤を推奨します
●在宅勤務制度を活用したリモートワークに取り組みます
以上により、コア・タイム以外での連絡につきましては、電話対応ができない場合があることをご承知おきください。あわせて事
務局へのご連絡・お問い合わせは、できるだけメールにてお願い申し上げます。
SON・東京オフィシャルスポンサー

理事長就任にあたって

アスリートの嬉しそうな顔に
元気をもらう8年間でした

コロナに負けず一緒に前へ
進んで行きましょう

岡松

真壁

武司

この度、8年間務めた SON・東京の理事長を退任することになりました。
株式会社クラフティは、OA 機器＆映像・音響機器の全国レンタル・リースの他、
クラウドサービス、アプリ開発、撮影 / 配信スタジオ・Cafe 運営・スクールリノベーション、
ドローンスクールなど、
さまざまな分野で万全のビジネスサポートを行う企業です。

この度 SON・東京理事会にて理事長に選任されました真壁理 ( まか

この間、多くの皆様から格別のご指導ご支援ご協力を賜り、あらためて

べ・おさむ ) です。現在もバスケットボール・プログラム目黒会場にて、

心より感謝申し上げます。

主任コーチを務めております。SON 東京は、人・もの・金の資源が潤沢

私が SON・東京と関わるようになったのは、勤務先の陸上部が「ウォー

な組織とは言えません。解決すべき課題も多くあります。しかし私たち

ク& ラン フェスティバル」に参加、協力したことがきっかけでした。その

理事は、その課題を一つ一つ解決すべく一丸となって努力する所存で

後、第２代理事長の池田朝彦さん（現名誉会長）の推薦により理事とな

ございます。

り、副理事長を経て、第３代の理事長に就任しました。

私は会社員時代、研究開発の責任者として新薬の開発に従事してお

以来理事長として、真摯に一所懸命役割を果たそうと努力してまいり

りました。一方、学生時代にはバスケットボールの同好会に属し、仲間

ました。すべて、ボランティアやスタッフが、アスリートやファミリーと心

とともに汗を流す楽しさを、十分味わってきました。SO の活動に関わ

の通う関係を構築し、献身的に、楽しくやりがいをもって活動している

りだしたのも、その時の先輩から声を掛けられたことがきっかけです。

姿に、感激と尊敬の念を抱いたからです。そして、アスリートの楽しく嬉

11年程前63歳の時でした。以来コーチとしてアスリートとともに汗を

しそうな顔に、元気をもらったからです。

流すことで、スポーツの楽しさを思い出し、さらには多くのことを学ぶ

現在は、コロナ禍による活動制限が続いておりますが、この困難の中

SSKR NEWS LETTER とらいあんぐる vol.83
発行所：〒157-0072 東京都世田谷区祖師谷3丁目1番17号
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Update
登録 アスリート数：1,873 名
正会員数：1,006 名

www.facebook.com/specialolympicsnippontokyo （2021年2月28日現在）
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理

機会まで得られるようになっています。

でも努力と工夫をこらし、アスリートのためにプログラムを続けていく

SO 活動の根本理念は、スポーツや文化活動を通して、アスリートが

ことが、SON・東京の使命であると考えます。引き続きご支援、ご協力を

自立し社会参加することを支援することです。理事長を拝命した今、こ

いただけましたら幸甚です。また、４月より新体制となり、少人数で頑

の理念を実現できるよう、微力ながら尽力したいと、思いを新たにして

張る事務局へのご理解とバックアップも、よろしくお願いいたします。

います。アスリート、ファミリー、コーチが手を携え、SON・東京を楽し

なお今後、私自身は SON・東京の運営から離れますが、大会、イベント

く明るい元気な集団にしていきたい。なかでも、これまで以上にファミ

等には顔を出します。どうかお忘れなく、引き続きご好誼のほど、重ね

リーの力添えこそ必須である、と考えるようになっています。

てお願いいたします。

コロナ禍に振り回され十分な活動もできなかった1年ではありまし

末筆とはなりましたが、SON・東京並びにすべてのご支援者、関係者

たが、早く元の活動状態に戻すことを直近の目標として、一緒に前へ進

の皆様のますますのご発展ご健勝をお祈りし、退任の挨拶といたします。

んで行きましょう。よろしくお願いいたします。
1
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2020年度
2020年1月1日 から 2020年12月31日 まで
経常収益

1

2
3
理事 近藤 秀雄

SON・東京 スポーツプログラム委員会 委員長／
SON・東京 フロアホッケープログラムコーチ

SON・東京バスケットボールプログラムコーチ

理事 齋藤 好正

SON・東京 ボウリングプログラムコーチ

副理事長 大島 勉

NHK 厚生文化事業団 前常務理事

理事 佐野 守

SON・東京 卓球プログラムコーチ

副理事長 園部 さやか

日本財団ボランティアサポートセンター 事業部マネージャー／
日本スポーツボランティアネットワーク 理事

理事 竹内 稔

SON・東京 バスケットボールプログラムコーチ
SON・東京 バスケットボールプログラムコーチ／
SON・東京を応援する会チャリティコンサート実行委員会 前実行委員長

【 理事・監事 】2021年度～2022年度
理事長

真壁 理

副理事長 髙木 幸子

ハンズオン東京 理事／
SON・東京 フィギュアスケートプログラムコーチ

理事 根岸 眞子

専務理事 峰岸 和弘

SON・東京 広報委員会委員長

理事 星野 昌亮

井上 謙

日本バレーボール・オリンピアンの会 理事長／
元バレーボール全日本代表

理事 松矢 英晶

SON・東京 ボランティア委員会 委員長／
SON・東京 アルペンスキープログラム・競泳プログラム コーチ

理事

岩田 圭一

SON・東京 バスケットプログラムコーチ

監事 上田 孝二郎

公認会計士／上田公認会計士事務所

理事

高波瀬 隆志

SON・東京 テニスプログラムコーチ

監事 角川 勲

司法書士／角川司法事務所 所長／
公益社団法人東京公共嘱託登記司法書士協会 元理事長

近藤 秀雄 ◦こんどう ひでお

SON・東京スポーツプログラム委員長 / フロアホッケー認定コーチ （写真・後列左端 )

スペシャルオリンピックス日本・東京も設立より四半世紀が経ち、様々な
活動を通じて多くの方とのつながりが広がってまいりました。私自身も当

トをはじめ、様々な方々と不思議な縁を持つことができ、自身の「人」とし
ての成長の糧になりました。

初はボランティアの一人としてイベントなどで活動させていただき、現在

今後は理事としてアスリート、ボランティア、ファミリーの皆様とともに社

はスポーツ活動にも参加し、アスリートと一緒にフロアホッケーで汗を流

会活動への参加に向けたつながりを更に広げられるように微力ではござ

しております。スペシャルオリンピックスで過ごした十余年の間でアスリー

いますが尽くしてまいりたいと思います。

新任理事

齋藤 好正 ◦さいとう よしまさ

SON・東京 前執行委員 / ボウリング認定コーチ （写真・後列左から2番目 )

この度、新たに理事を務めることになりました齋藤 好正です。息子が
SO に興味を持ち始めてからファミリーとして参加するようになり、現在は、

5

認定特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本 ･ 東京
経常費用

230,000
225,000
5,000
5,010,000
4,910,000
100,000
18,768,976
5,722,991
10,686,785
928,200
1,431,000
4,396,876
1,956,996
247,500
61,500
1,647,996
3,786
414
3,372

事業費
スポーツ事業費
（1） ①スポーツレーニング費
②スポーツ大会派遣費
（2） スポーツ指導者育成事業費
（3） 文化事業費
1
（4） 広報・啓発・普及事業費
（5） 給料手当
（6） 旅費交通費
（7） 外注費
（8） 現物寄付評価額
（9） その他支出
管理費
（1） 給料手当
（2） 法定福利費
（3） 福利厚生費
（4） 会議費
（5） 旅費交通費
（6） 通信運搬費
2
（7） 消耗品費
（8） 賃借料
（9） 諸会費
（10） 減価償却費
（11） 租税公課
（12） 修膳費
（13） 支払手数料
経常費用計 (B)

新日本空調株式会社 経営企画本部
ESG 経営戦略室 コーポレートコミュニケーション課長

理事

新任理事

4

受取会費
（1） 個人
（2） 企業・団体
正会員受取会費
（1） 個人
（2） 企業・団体
受取寄付金
（1） 個人
（2） 企業・団体
（3） 現物寄付
（4） コロナ対策緊急支援
受取助成金等
事業収益
（1） データベース構築・運用事業
（2） スポーツボランティア研修会
（3） 給付金
その他収益
（1） 受取利息
（2） 雑収入

活動計算書

経常収益計 (A)
当期正味財産増減額 (A)-(B)
前期繰越正味財産額 (C)
次期繰越正味財産額 (C)+ (A)-(B)

30,366,634

その間、様々な方々との交流を通じ、スペシャルオリンピックスが草創期

リート・齊藤初音 ( さいとう・はつね ) さんが、参加体験型スポーツイ
ベント
「チャレスポ！ TOKYO」のトークショーに出演しました。
これは、東京都と東京都障害者スポーツ協会が、障害者スポーツ

だきました。さらに、今後は培われた活動を踏まえ、皆様と一緒により良い

の魅力をより多くの人々に知ってもらい、スポーツを始めるきっかけ

SO を目指して活動したいと思います。

としてもらいたい、と毎年開催しているイベントです。今年度は、新
型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、オンライン開催となり

し役として努めてまいります。よろしくお願いいたします。

ました。

から多くの方々に支えられ、又、みんなで作り上げてきたことを教えていた

新任理事

竹内 稔 ◦たけうち みのる

ほぼ終日行われたイベントの中で、齊藤さんが出演したのは、
「本
田望結（ほんだ・みゆ）さんによるスペシャルトーク & ストレッチ」と

SON ローカルトレーナー / バスケットボール認定コーチ （写真・後列左から3番目 )

15年ほど前に、ひょんなことから SO のバスケットボール・プログラムに
参加しました。50歳を超えた頃で、日頃の運動不足解消にお手頃感があり、

いうコーナー。テレビドラマや CM・映画に出演する一方、フィギュア

ほどありがたがられることは、満更でもなくうれしいことでした。

スケートで今季シニアデビューし、様々な大会でも活躍する本田さん

その後、4年に1度のナショナルゲームや夢のようなワールドゲームにも

と、スポーツや日頃の生活などについてトークを繰り広げました。ま

コーチとして参加させていただき、今日に至っています。

とてもいい汗が流せたと喜んでいました。
何のためらいもなく次の日曜日、喜び勇んで別のバスケ会場にも足を運
んでいました。その練習後、特に女子アスリートやファミリーからいただいた、
とっておきの笑顔と「ありがとう」の連発に、返す言葉がありませんでした。
私のようなボランティアでも多少とも役に立っている、と誤解してしまう
2

19,121,934
6,047,232
5,157,278
889,954
4,270
41,958
581,549
10,543,287
334,438
600,000
928,200
41,000
7,375,947
1,534,488
1,828,049
27,149
224,563
63,068
44,532
577,166
2,490,000
59,200
244,294
74,410
64,680
144,348
26,497,881
3,868,753
29,243,445
33,112,198

2 月 11 日（木・祝）、フィギュアスケート・プログラムに参加するアス

アスリートが
本田望結さんとトークショー出演！

ファミリー・コーチとしての経験しかありませんが、現場と理事会の橋渡

ボウリングプログラムの高尾会場の主任コーチとして活動しています。

（単位：円）

た、タイトルにある通り、自宅で取り組んでいるストレッチを披露し、

SO では、アスリートがいてくれるからボランティア（コーチ）が共にスポー

フィギュアスケート上達への意気込みも体現してくれました。

ツを楽しめるわけで、本当にお礼を言いたいのは、実は私の方なのです。

30分近いトークショーでしたが、司会の小倉智昭さんの質問に、堂々

アスリートの皆さん、ありがとうございます。
コーチの坂槙眞三子さん
（写真左）
が同席してくれました

と受け答えする齊藤さんの姿は、
とても頼もしく素敵に見えました。
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SON・東京 スポーツプログラム委員会 委員長／
SON・東京 フロアホッケープログラムコーチ

SON・東京バスケットボールプログラムコーチ

理事 齋藤 好正

SON・東京 ボウリングプログラムコーチ

副理事長 大島 勉

NHK 厚生文化事業団 前常務理事

理事 佐野 守

SON・東京 卓球プログラムコーチ

副理事長 園部 さやか

日本財団ボランティアサポートセンター 事業部マネージャー／
日本スポーツボランティアネットワーク 理事

理事 竹内 稔

SON・東京 バスケットボールプログラムコーチ
SON・東京 バスケットボールプログラムコーチ／
SON・東京を応援する会チャリティコンサート実行委員会 前実行委員長

【 理事・監事 】2021年度～2022年度
理事長

真壁 理

副理事長 髙木 幸子

ハンズオン東京 理事／
SON・東京 フィギュアスケートプログラムコーチ

理事 根岸 眞子

専務理事 峰岸 和弘

SON・東京 広報委員会委員長

理事 星野 昌亮

井上 謙

日本バレーボール・オリンピアンの会 理事長／
元バレーボール全日本代表

理事 松矢 英晶

SON・東京 ボランティア委員会 委員長／
SON・東京 アルペンスキープログラム・競泳プログラム コーチ

理事

岩田 圭一

SON・東京 バスケットプログラムコーチ

監事 上田 孝二郎

公認会計士／上田公認会計士事務所

理事

高波瀬 隆志

SON・東京 テニスプログラムコーチ

監事 角川 勲

司法書士／角川司法事務所 所長／
公益社団法人東京公共嘱託登記司法書士協会 元理事長

近藤 秀雄 ◦こんどう ひでお

SON・東京スポーツプログラム委員長 / フロアホッケー認定コーチ （写真・後列左端 )

スペシャルオリンピックス日本・東京も設立より四半世紀が経ち、様々な
活動を通じて多くの方とのつながりが広がってまいりました。私自身も当

トをはじめ、様々な方々と不思議な縁を持つことができ、自身の「人」とし
ての成長の糧になりました。

初はボランティアの一人としてイベントなどで活動させていただき、現在

今後は理事としてアスリート、ボランティア、ファミリーの皆様とともに社

はスポーツ活動にも参加し、アスリートと一緒にフロアホッケーで汗を流

会活動への参加に向けたつながりを更に広げられるように微力ではござ

しております。スペシャルオリンピックスで過ごした十余年の間でアスリー

いますが尽くしてまいりたいと思います。

新任理事

齋藤 好正 ◦さいとう よしまさ

SON・東京 前執行委員 / ボウリング認定コーチ （写真・後列左から2番目 )

この度、新たに理事を務めることになりました齋藤 好正です。息子が
SO に興味を持ち始めてからファミリーとして参加するようになり、現在は、
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認定特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本 ･ 東京
経常費用

230,000
225,000
5,000
5,010,000
4,910,000
100,000
18,768,976
5,722,991
10,686,785
928,200
1,431,000
4,396,876
1,956,996
247,500
61,500
1,647,996
3,786
414
3,372

事業費
スポーツ事業費
（1） ①スポーツレーニング費
②スポーツ大会派遣費
（2） スポーツ指導者育成事業費
（3） 文化事業費
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（4） 広報・啓発・普及事業費
（5） 給料手当
（6） 旅費交通費
（7） 外注費
（8） 現物寄付評価額
（9） その他支出
管理費
（1） 給料手当
（2） 法定福利費
（3） 福利厚生費
（4） 会議費
（5） 旅費交通費
（6） 通信運搬費
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（7） 消耗品費
（8） 賃借料
（9） 諸会費
（10） 減価償却費
（11） 租税公課
（12） 修膳費
（13） 支払手数料
経常費用計 (B)

新日本空調株式会社 経営企画本部
ESG 経営戦略室 コーポレートコミュニケーション課長

理事

新任理事
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受取会費
（1） 個人
（2） 企業・団体
正会員受取会費
（1） 個人
（2） 企業・団体
受取寄付金
（1） 個人
（2） 企業・団体
（3） 現物寄付
（4） コロナ対策緊急支援
受取助成金等
事業収益
（1） データベース構築・運用事業
（2） スポーツボランティア研修会
（3） 給付金
その他収益
（1） 受取利息
（2） 雑収入

活動計算書

経常収益計 (A)
当期正味財産増減額 (A)-(B)
前期繰越正味財産額 (C)
次期繰越正味財産額 (C)+ (A)-(B)

30,366,634

その間、様々な方々との交流を通じ、スペシャルオリンピックスが草創期

リート・齊藤初音 ( さいとう・はつね ) さんが、参加体験型スポーツイ
ベント
「チャレスポ！ TOKYO」のトークショーに出演しました。
これは、東京都と東京都障害者スポーツ協会が、障害者スポーツ

だきました。さらに、今後は培われた活動を踏まえ、皆様と一緒により良い

の魅力をより多くの人々に知ってもらい、スポーツを始めるきっかけ

SO を目指して活動したいと思います。

としてもらいたい、と毎年開催しているイベントです。今年度は、新
型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、オンライン開催となり

し役として努めてまいります。よろしくお願いいたします。

ました。

から多くの方々に支えられ、又、みんなで作り上げてきたことを教えていた

新任理事

竹内 稔 ◦たけうち みのる

ほぼ終日行われたイベントの中で、齊藤さんが出演したのは、
「本
田望結（ほんだ・みゆ）さんによるスペシャルトーク & ストレッチ」と

SON ローカルトレーナー / バスケットボール認定コーチ （写真・後列左から3番目 )

15年ほど前に、ひょんなことから SO のバスケットボール・プログラムに
参加しました。50歳を超えた頃で、日頃の運動不足解消にお手頃感があり、

いうコーナー。テレビドラマや CM・映画に出演する一方、フィギュア

ほどありがたがられることは、満更でもなくうれしいことでした。

スケートで今季シニアデビューし、様々な大会でも活躍する本田さん

その後、4年に1度のナショナルゲームや夢のようなワールドゲームにも

と、スポーツや日頃の生活などについてトークを繰り広げました。ま

コーチとして参加させていただき、今日に至っています。

とてもいい汗が流せたと喜んでいました。
何のためらいもなく次の日曜日、喜び勇んで別のバスケ会場にも足を運
んでいました。その練習後、特に女子アスリートやファミリーからいただいた、
とっておきの笑顔と「ありがとう」の連発に、返す言葉がありませんでした。
私のようなボランティアでも多少とも役に立っている、と誤解してしまう
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19,121,934
6,047,232
5,157,278
889,954
4,270
41,958
581,549
10,543,287
334,438
600,000
928,200
41,000
7,375,947
1,534,488
1,828,049
27,149
224,563
63,068
44,532
577,166
2,490,000
59,200
244,294
74,410
64,680
144,348
26,497,881
3,868,753
29,243,445
33,112,198

2 月 11 日（木・祝）、フィギュアスケート・プログラムに参加するアス

アスリートが
本田望結さんとトークショー出演！

ファミリー・コーチとしての経験しかありませんが、現場と理事会の橋渡

ボウリングプログラムの高尾会場の主任コーチとして活動しています。

（単位：円）

た、タイトルにある通り、自宅で取り組んでいるストレッチを披露し、

SO では、アスリートがいてくれるからボランティア（コーチ）が共にスポー

フィギュアスケート上達への意気込みも体現してくれました。

ツを楽しめるわけで、本当にお礼を言いたいのは、実は私の方なのです。

30分近いトークショーでしたが、司会の小倉智昭さんの質問に、堂々

アスリートの皆さん、ありがとうございます。
コーチの坂槙眞三子さん
（写真左）
が同席してくれました

と受け答えする齊藤さんの姿は、
とても頼もしく素敵に見えました。
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法 人 ・ 団 体 ・ 個 人 会 員 募 集 中

で

SON・東京の活動は、法人・団体および個人の皆様からの会費と寄付金
によってまかなわれています。

（個人）入会金：5,000 円
正 会 員
（法人）入会金：5,000 円
賛助会員 （一口）
年 ： 3,000 円〜

寄付

SSKR NEWS LETTER とらいあんぐる vol.83

！
2 0 2 1 年 度 定 期 総 会を開 催

お支払い金額はそのまま。
価格の一部（3～5％もしくは定額）が、SON・東京へ寄付されます

年会費：5,000 円
年会費：10,000 円

83

SSKR NEWS LETTER

～ COVID-19予防対策を徹底し、活動再開ヘの願いを込める～
ちなみに昨年同様、感染予防のため恒例の活動報告会は中

認定 NPO 法人としての2021年度定期総会が3月13日（土）、

郵便振込口座 ： 00140-1-723232
クレジットカード：https://syncable.biz/associate/sontokyo/membership

ご支援・ご協力
よろしくお願いいたします！

※便利な口座振替をご用意しています。詳しくは事務局までお問い合わせください。

止となったため、支援企業・団体への感謝状贈呈は郵送にて行

ということもあり、現地への参加人数を減らす一方、オンライン・

う予定です。

システムを併用することにより、昨年よりも多い会員の参加が

訃報

田川正一さん／2020年6月29日
（月）元理事であり、長年アルペンスキー・

中心メンバーでもありました。そうした精神的支柱ともいうべき方を失っ

プログラムのコーチとしてご尽力いただいてきた田川 正一さんが、享

たことは、団体にとっては非常に大きな損失といえますが、故人の意志

年74歳にて永眠されました。

を継いで、今後もアスリートのために全力を尽くしていきたいと、一同

スペシャルオリンピックス日本・東京の礎を築いてきた方であり、2002

気持ちを新たにしております。

年8月開催の「第3回 SON 夏季ナショナルゲーム東京」を成功に導いた

田川さんのご冥福を、心よりお祈りいたします。

可能となりました。
提出された議案は、2020年度の事業報告・決算報告をはじ
め、2021年度の活動方針及び活動計画、活動予算、そして新任
役員の選任など、すべて原案通り承認され、これにて2021年度
の活動は、正式にスタートすることとなりました。

よろしく
お願いします！

事務局長交代のお知らせ

事務局ビル4階会議室 にて開催されました。緊急事態宣言下

特に今年度は、8年にわたり理事長を務められてきた岡松武
司氏が役員を退任するということで、特別に時間を設けてのご
挨拶となりました。同様に、退任される田島玲子副理事長、湯

4月1日を持ちまして右記の通り事務局長を交代いたしました。
なお峰岸につきましては、常勤職員もあわせて退きますが、引き続き専務
理事として、団体運営及び事務局業務のバックアップに努めてまいります。

新任 ： 前田伸吾 ( まえだ・しんご )

浅泉理事のスピーチもあり、それぞれの長年の活躍に一同が

退任 ： 峰岸和弘（みねぎし・かずひろ）

感謝する機会もありました。

3月21日、緊急事態宣言は解除されましたが、認定 NPO 法人スペシャルオリンピックス日本・東京では、新型コロナウイルス感染
症から職員を守るため、当分の間事務局の勤務体制を、下記の通りとします。

事務局から
お知らせ

理事長退任にあたって

●フレックスタイム制度 ( コア・タイム11:00-16:00) を活用し、混雑ピークを回避した出勤を推奨します
●在宅勤務制度を活用したリモートワークに取り組みます
以上により、コア・タイム以外での連絡につきましては、電話対応ができない場合があることをご承知おきください。あわせて事
務局へのご連絡・お問い合わせは、できるだけメールにてお願い申し上げます。
SON・東京オフィシャルスポンサー

理事長就任にあたって

アスリートの嬉しそうな顔に
元気をもらう8年間でした

コロナに負けず一緒に前へ
進んで行きましょう

岡松

真壁

武司

この度、8年間務めた SON・東京の理事長を退任することになりました。
株式会社クラフティは、OA 機器＆映像・音響機器の全国レンタル・リースの他、
クラウドサービス、アプリ開発、撮影 / 配信スタジオ・Cafe 運営・スクールリノベーション、
ドローンスクールなど、
さまざまな分野で万全のビジネスサポートを行う企業です。

この度 SON・東京理事会にて理事長に選任されました真壁理 ( まか

この間、多くの皆様から格別のご指導ご支援ご協力を賜り、あらためて

べ・おさむ ) です。現在もバスケットボール・プログラム目黒会場にて、

心より感謝申し上げます。

主任コーチを務めております。SON 東京は、人・もの・金の資源が潤沢

私が SON・東京と関わるようになったのは、勤務先の陸上部が「ウォー

な組織とは言えません。解決すべき課題も多くあります。しかし私たち

ク& ラン フェスティバル」に参加、協力したことがきっかけでした。その

理事は、その課題を一つ一つ解決すべく一丸となって努力する所存で

後、第２代理事長の池田朝彦さん（現名誉会長）の推薦により理事とな

ございます。

り、副理事長を経て、第３代の理事長に就任しました。

私は会社員時代、研究開発の責任者として新薬の開発に従事してお

以来理事長として、真摯に一所懸命役割を果たそうと努力してまいり

りました。一方、学生時代にはバスケットボールの同好会に属し、仲間

ました。すべて、ボランティアやスタッフが、アスリートやファミリーと心

とともに汗を流す楽しさを、十分味わってきました。SO の活動に関わ

の通う関係を構築し、献身的に、楽しくやりがいをもって活動している

りだしたのも、その時の先輩から声を掛けられたことがきっかけです。

姿に、感激と尊敬の念を抱いたからです。そして、アスリートの楽しく嬉

11年程前63歳の時でした。以来コーチとしてアスリートとともに汗を

しそうな顔に、元気をもらったからです。

流すことで、スポーツの楽しさを思い出し、さらには多くのことを学ぶ

現在は、コロナ禍による活動制限が続いておりますが、この困難の中
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Update
登録 アスリート数：1,873 名
正会員数：1,006 名

www.facebook.com/specialolympicsnippontokyo （2021年2月28日現在）
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理

機会まで得られるようになっています。

でも努力と工夫をこらし、アスリートのためにプログラムを続けていく

SO 活動の根本理念は、スポーツや文化活動を通して、アスリートが

ことが、SON・東京の使命であると考えます。引き続きご支援、ご協力を

自立し社会参加することを支援することです。理事長を拝命した今、こ

いただけましたら幸甚です。また、４月より新体制となり、少人数で頑

の理念を実現できるよう、微力ながら尽力したいと、思いを新たにして

張る事務局へのご理解とバックアップも、よろしくお願いいたします。

います。アスリート、ファミリー、コーチが手を携え、SON・東京を楽し

なお今後、私自身は SON・東京の運営から離れますが、大会、イベント

く明るい元気な集団にしていきたい。なかでも、これまで以上にファミ

等には顔を出します。どうかお忘れなく、引き続きご好誼のほど、重ね

リーの力添えこそ必須である、と考えるようになっています。

てお願いいたします。

コロナ禍に振り回され十分な活動もできなかった1年ではありまし

末筆とはなりましたが、SON・東京並びにすべてのご支援者、関係者

たが、早く元の活動状態に戻すことを直近の目標として、一緒に前へ進

の皆様のますますのご発展ご健勝をお祈りし、退任の挨拶といたします。

んで行きましょう。よろしくお願いいたします。
1

