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Update
登録アスリート数

884名　　
正会員数（会費入金調べ）

595名　　

（2005年11月20日現在）

1詳しい情報は、ホームページ（http://www.son-tokyo.gr.jp）をご覧ください。

　第3回スペシャルオリンピックス日本・東京ウォー

ク＆ランフェスティバルが11月23日、皇居周辺を会

場に盛大に開催されました。東京はその数日前から

冷え込み始めていましたが、当日は小春日和となり、

ウォーク＆ランにはぴったりのお天気となりました。

　スタート地点の千鳥ケ淵公園には、工夫を凝らしたユ

ニフォームに身を包んだ47チームの参加者たちが集まり

ました。競技に先立ち開会式を行い、加美山節理事長が主

催者あいさつした後、アスリートと参加チーム代表者によ

るトーチランが入場し、いよいよスタートとなりました。

�　12時。カウントダウンの後、高らかなラッパの合図で

第一走者が一斉にスタートを切りました。この大会は5区

間計8をチームごとに宣言したタイムにいかに近い時間で

ウォーク（歩く）またはラン（走る）できるかを競うSOなら

ではの競技です。普段の練習の成果だけではなく、チーム

ワークが勝利の鍵となるかもしれません。

�　少し走ると汗ばむくらいの陽気の中、美しく色づいた

街路樹とたくさんの声援のもとに第5走者まで全てのチー

ムが無事にタスキの受渡しを行うことができました。

�　閉会式は神田一橋中学校体育館で行いました。結果発

表の前に恒例の大ラッフル抽選会があり、ご協賛いただい

た団体・企業からご提供いただいたたくさんの賞品を目の

前に、一同、番号が呼ばれるのをワクワクしながらいまか

いまかと待ち、時に大

きく歓声が沸いていま

した。

�　そしていよいよ結

果発表。47位から順番

に発表され、上位7チー

ムは壇上で表彰されま

した。

　優勝は東京ゼロックスかけはし倶楽

部でした。宣言タイムが50分、実タイム

が49分37秒と、なんとその差が23秒、第2

位のチームとの差が２秒というとても僅

差の結果となりました。かけはし倶楽部に

は加美山理事長より記

念のトロフィが授与さ

れました。

�　秋の休日の一日、

参加者の皆さまと楽し

い時間を共有できまし

たこと、また多くのご

協賛、ご協力のもと無

事に大会を実行するこ

とができましたことを心よりお礼申し上げます。

（取材・文／中村津由美

　写真／高橋まゆみ、清

かけはし倶楽部／東京ゼロックス（株） 慶應大学島田ゼミ チーム大塚／ゴールドマン・サックス証券会社

聖火入場！聖火入場！
ゴール！ゴール！

スタート！

ゴールまでダッシュ！ゴールまでダッシュ！

2位 3位優勝

表彰式表彰式
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満足だった
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普通だった

第２回 ボランティア
体験プログラムが
開 催 さ れ ま し た 。

本日のプログラムの内容はいかがでしたでしょうか？本日参加したプログラムと、今後参加してみたいプログラムを合わせた該当数

実際にプログラムを体験されてみて、スペシャル
オリンピックスの活動に対する理解は深まりましたか？

その他、気付いた点・ご意見・ご要望

よく理解できた

なんとなく理解できた

あまりよく

２５人

２８人

　２人理解できなかった

　初めて行った昨年が大変好評だったため、
今回はより充実した内容で企画。同時に特
に企業、団体、大学などのボランティア初心
者の方々を対象に参加を呼びかけました。
その結果、日本サムスン、ドイツ銀行、日本
オラクル、富士ゼロックスをはじめとする多く
の企業、慶応、早稲田、中央、学習院など
の大学、さらに地元の中瀬中学校の生徒ら
合わせて１２０人近い参加者になりました。
　この日行われたのはサッカー、卓球、陸上、
水泳、テニス、バスケットボール、フロアホッ
ケー、それに初お目見えのバレーボール。
会議室ではオリエンテーションのほかボウリ
ング、アルペンスキー、機能開発（ＭＤＰ）
の説明がビデオなどを使って行われました。
　またダンス、英会話、ドラマ、アスリート会
の文化プログラムも披露されました。

　参加者からは「とっても楽しかった」という
声がたくさん聞かれました。
　卓球とフロアホッケーに参加した台湾から
の留学生は「生活に慣れてきたので、日本
でもボランティアをやりたい」と今後のＳＯ
参加に前向きでした。
　陸上とドラマ、ダンスに参加したという二人の
女子大生は「戸惑うことも多かったけど、遊ぶ
感覚でやりました」と楽しんでいました。
　また会社員の方々からは「アスリートに教え
てもらうこともたくさんあった」とか「フレンドリー
ですぐに溶け込むことができた」、「考えるより
体験が一番ですね」などの声を聞くことが
できました。
　「今後もぜひ参加したい」という人が多く、
これをきっかけにボランティア参加者が増える
ことが大いに期待できそうです。

　ＳＯを知って、観て、体験して、という「第２回ボランティア体験プログラム」が10月15日、
杉並区の上井草スポーツセンターで行われました。
　今年２月に長野で開催されたスペシャルオリンピックス冬季世界大会で、ＳＯは広く知られ
るようになりましたが、まだ観たことがなかったり、興味はあるけど参加するきっかけがなかった
りする人たちに実際にボランティアを体験していただこうというのが開催の主旨です。

第２回 ボランティア体験プログラムに関する アンケート結果

【理由】

【理由】

・グループ分けや次ぎにする内容を
  迅速に指示していただき、アスリート
  や他のボランティアの方々とスムーズにプレイできた。
・本格的な練習だったのでびっくりした。

・オリエンテーションのプレゼンが
　分かりやすかった。
・スポーツを通してアスリートと触れ合うことがとても自然に感じた。

・とうとうスキーに始まり、最後のドラマまで参加してしま
 いました。
・もっと多くのアスリートが参加するといいですね。
・地元の中学生や夫人の参加があり、地域と企業とアス
　リートが複合しているところがよいと思います。

　アンケートにご協力ありがとうございました。他にも多くの

ご意見やご感想をいただきました。これらの結果を、次回

プログラムに反映させたいと思います。また、アンケート全

文は、SO日本・東京のホームページ上に公開しております。

 http://www.son-tokyo.gr.jp/vol/vol_051015.html

参加者………１１８名
ｱﾝｹｰﾄ提出…５５名（10/17現在)

回収率………４６.６％

（取材・レポート・撮影：公楽　真一、峰岸　和弘／編集：伊藤　博）
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陸上競技でボランティア体験

ＳＯ日本･東京 レポートＳＯ日本･東京 レポート



MEPA

M D P
のご紹介

　ＭＤＰをご存知でしょうか。Motor Development Programの略で、アスリート
の発達段階に合わせて、どのスポーツにも活用できる基本的な動きを楽し
みながら習得することを目的にした機能開発プログラムです。アメリカで
は古くから行われていますが、日本では今年、本格的にスタートした
東京のプログラムが初めてです。
　アスリートは定員１５人。一般のスポーツ種目に参加してもルールが分
からなかったり十分にトレーニングを受けるのが難しかったりするアスリートが
対象で、小学生を原則にしています。ある日、会場を訪ねてみました。

新プログラム
機能開発

　「さぁ、はじめましょう」。主任コーチの西村
志穂さんの掛け声で集合。最初はストレッチ
です。タオルを使って筋肉を伸ばします。コー
チ、ボランティアにファミリーも加わってアスリ
ートとペアになり、床に座って伸ばした両足裏
をくっつけって、タオルを引っ張ったり、ゆすっ
たり。相手のことも考えながらのストレッチ。
これだったら家庭でいつでもできそうです。

　休憩をはさんで最後はバランスボールを
使い、２チームに分かれて競争。２、３人で
ボールをかかえて走ります。ボールで遊び
ながら､自然にバランス感覚や筋力、柔軟
性を養っていきます。

プログラム スタート！

　続いて用意されたのが、紅白の玉入れ。
２チームに分かれて、コーチが持つ籠に
玉を入れるのを競います。玉を拾って
投げる、駆ける。ゲームを楽しみながら
ウォーミングアップにもなります。

　２回の休憩を入れて２時間。無理をせず
に運動を楽しむプログラムで、慣れるほどに
アスリートから笑顔がはじけます。アスリート
にはできるだけ1対１でコーチがつくようにし
ており、体でぶつかりあってコミュニケーショ
ンをとっているのが印象的でした。　「ＳＯに
参加したいけど、運動能力からみてちょっと
無理」―とお考えのファミリーはＭＤＰから
はじめられたらいかがでしょうか。

　ＭＤＰを全国に先駆けてスタートさせた西村
さんは、早大卒後、国立身体障害者リハビリ
テーションセンター学院（所沢市）のリハビリ
テーション体育学科で２年間、「障害者の体力・
健康とスポーツ」を専門的に勉強。この間、
アメリカのシカゴとインディアナで本場のＭＤＰ
について研修されました。ＭＤＰがさらに充実、
発展していくことを願いたいと思います。

（取材・文・写真：伊藤　博）

　後半からは、初めて参加したアスリートを
対象にＭＥＰＡ（ムーブメント教育プログラム
アセスメント）が行われました。
　①目を閉じたまま片足立ちができる　②直
線の上を踏み外さないで歩ける　③片足で
ケンケンが数歩できるーなどをコーチがチェ
ック。アスリートひとりひとりの得意な動き、苦
手な動きをつかんで、今後の指導方法に活
かされます。

輪になって遊ぼう！

　ＳＯ日本・東京では、この夏、杉並区の中瀬中学校、杉森中学校で
初めての学校教育プログラムを実施しました。
　学校世代の若者（小学校高学年、中学生など）を対象に知的発達
障害の理解促進を図るため、スペシャルオリンピックス（ＳＯ）では、学
校教育プログラム 『ＳＯに参加しよう』 を展開しています。
　このプログラムは、今春、長野県で行われた冬季世界大会(ＷＧ)を
機会に同県内約９０校の小・中・高校で取り組まれ、ＷＧでは大きな
成果を挙げました。
　学校教育プログラムは４つの段階で行われます。先ず、生徒たちは、
ビデオ等により、ＳＯの存在を認識します。次は実際にＳＯに参加して
いるファミリー・ボランティアから、アスリート達がどのように変化していく
かを聞き理解を深めます。第３ステップでは、こうした体験から自分達
がどのようにＳＯにかかわっていくかを考え、器具を使ってＳＯ日本理
事長の細川佳代子さんと直接対話し参加意欲を高めていきます。そ
して、最後に具体的にプログラムに参加するという手順で行われます。
　１０月１５日に上井草スポーツセンターで行われたボランティア体験
プログラムには、学校長、教員、生徒が多数参加しました。更に、中
瀬中学校ではバレーボール、バスケットボールのプログラムに生徒達
が参加。杉森中学校でもバスケット、サッカーやダンス、ドラマなどの
文化プログラムにも参加が予定されています。
　学校教育プログラムはまだ始まったばかりですが、学校側・生徒たち
の反応は極めて高く、若者世代が障害者と共生する社会の実現に向
かってステップを踏み出したように感じます。しっかり地に足をつけ、
一歩一歩このプログラムを着実に進めていきたいと思います。

　　（地域振興担当　上谷　富彦）

「学校教育プログラム」はじまる

　次は、全員でコーチの動きやポーズを真
似る「ものまね」です。音楽に合わせて歩き
ながら、音楽が止まるとポーズ。静止しての
ポーズは体がぐらついたりして、ちょっと難し
そう。アスリートが得意のポーズを決めると、
笑いと拍手がわきました。
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　SO日本・東京は、「第１回NPOアクセシビリティ支援プロ
グラム」に応募、助成金５０万円の受賞団に選ばれました。

　この「プログラム」は、シニアのITの専門家の方々が
設立した「NPO法人イー・エルダー」が「NTTPCコミュ
ニケーションズ」の支援を受けて、WEBアクセシビリティ
化に意欲のあるNPO法人を対象として、助成資金と技
術支援を行うものです。　（WEBアクセシビリティとは、
障害のある人や高齢者を含めた誰もが、WEBサイトが
提供する情報に容易にアクセスできることを言います）
　申請は５９団体。１１月１日、NTTPCコミュニケーション
ズの本社会議室で授賞式が行われ、助成金５０万円を
JCIテレワーカーズ・ネットワーク（徳島）、札幌チャレンジド
（北海道）と私たちの３団体、助成金３０万円を１１団体が
いただきました。ありがとうございました。
　SO日本・東京広報部会ではホームページのリニューア
ルを検討しておりますが、主催者の熱意あるごあいさつを
受けとめて、第１回の受賞団体に恥じないよう、知的発達
障害者を中心により利用しやすい、アクセシビリティの
高いホームページづくりをしてまいりたいと考えております。

「第１回 ＮＰＯアクセシビリティ支援プログラム」
で、助成金をいただきました。

(取材・文：清原　れい子)

タオルでストレッチ

ＳＯ日本･東京 レポートＳＯ日本･東京 レポート



※　�『ALPs』（アスリートリーダーシッププログラム）：

　SO創立30年を期して1998年にサージャント・シュライバー氏（ユニスさ

んの夫）が立ち上げたアスリートプログラムです。自分達でSOを語り、広

く皆に知ってもらう役目を果たそうというのが主旨です。SO世界大会の

時にはユースサミットが開かれ、教育プログラムへの発信となリ始めて

います。今年、日本では４人のメッセンジャーが選ばれました。
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この印刷は、東京ゼロックス（株）様のご協力を得ました。

　SO日本・東京の活動は、法人・団体および個人の会費・寄

付、ならびにチャリティ事業などによってまかなわれてい

ます。何卒多くの皆様のご支援をお願い申し上げます。

●正会員　入会金 5,000円 ・ 年会費 5,000

円

●準会員   寄付　年額（1口）　3,000円以上
郵便振込口座： 00140-1-723232

◆2006年2月18日（土）SO日本・東京　定期総会

◆2006年3月 4日（土）第1回SO日本・東京　冬季地区大会
法人・団体・個人会員募集中

ALPS研修会についての思い出

 僕は、この会議に出席するのは

去年の夏に長野へ行ってそれ

以来だったので、他の地区のア

スリート達に頭で考えながら思った事

を話したのが一番良かったと思いました。

�　他にもメッセンジャーの方々がいました。

名前は同じ東京の小笠原隆三君をはじめ、三

島正人君（SON千葉）、吉田珠美さん（SON大分）、

山田信明さん（SON大阪）です。みんなに分か

りやすく説明をしていたのを見て、すごいな

あと思いました。

　大阪地区の西麻利子さんという人は始め

は何もしゃべりませんでしたが、それからだ

んだんと話すようになってきたと思います。

チラシを作ってアスリート委員会を開きた

いと山口の小方さんはこうかたる。京都の池

田さんは話し合い（アスリート同士）が出来

ていないのでぜひやりたいといっていた。こ

れからも毎年会議に出席したいです。

�11／５（土）SON東京　　宮内寛文

VOL.3

�SO日本・東京は発足後10年余を経過し、これま

での活動を礎に新たな発展の段階を迎えていま

す。広報部会ではこれを機に、会員ならびに関係

者のみなさまからSO日本・東京の活動にまつわ

る原稿を募集し、『文集』を作成することになり

ました。アスリート、ファミリー、コーチ・ボラン

ティアが「トライアングル」の絆で結ばれるSO活

動の現場では、日々、新たな発見と感動を生んで

います。ぜひ、みなさまの「私にとってのスペシャ

ルオリンピックス」を綴ってみてください。

＜事務局年末年始休み＞
2005年12月29日（木）

2006年1月4日（水）
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先

2005年全国アスリート会議

�　10月29、30の両日、第3回全国アスリー

ト会議（ALPs）が大阪で開かれ、東京からは

アスリートの宮内君とSONアスリート理事

の小笠原君と一緒に行かせて頂きました。

帰って来てすぐ、映画「Believe」（ビリ－ブ）

を試写会で見ました。撮影隊の９人のアス

リート達の現在の姿は、まさに大阪のALPs(ア

ルプス)会議でのアスリート達の姿と重な

りました。

　私達の目指すものはそれです。アスリ

ート達が自分達のメッセージを自分達で

伝えることができるのです。スペシャル

オリンピックスの目指すものです。

　全国アスリート会議には24地区の31人

のアスリートと26人のボランティアが集

いました。まだ委員会として立ち上がっ

ていない地区もそれなりにアスリートが

１泊2日の交流を通してお互いの考えを

表現し、ゆっくりではあってもしっかり

と発言して、引率支援のボランティアも

驚いていました。

　あちこちの地区でそれが現実となって

来ています。感動しています。

　ここにある宮内君の報告文は彼自らが

書いたものです。帰って間もなくファッ

クスが送られて来た時はまた感動でした。

まさに、able- 出来る！－のです。

ボランティア　田中伸枝

　先日、息子寛文は、全国アスリート会議

に田中様のご引率のもと、東京からは小

笠原さんと二人で参加して来ました。

　「いろんな地方の人と話が出来たよ」と

嬉しそうに言っておりましたが、あとで

ビデオを見せて頂いて、それぞれのアス

リートが、懸命に着実に自信をもって発

言している様子に驚きました。皆さんと

てもまじめで、いきいきしているのです。

　「スペシャルの活動に行って、いやな

思いをした事がないんだ。僕はスペシャ

ルに入れてよかったよ」と息子はよく言

います。

　ボランティアの方々に暖かく見守ら

れている安心感が、自信をもって活動で

きる大きな力になっていると思います。

　いろんな方々とのおつきあいの場面

を通して、家庭の中だけでは出来ない、

得がたい体験をさせて頂いています。フ

ァミリーも彼に合わせて成長したいと

願っています。

ファミリー　宮内　鞆子

井野口　伸子です。
どうぞよろしく。

事務局新スタッフのご紹介
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