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60チームが参加！
11月23日(金・祝)、晩秋の秋晴れの下、
2007年SOデー チャリティーイベント
「第5回
ウォーク＆ラン フェスティバル」が開催され
ました。
千代田区立神田一橋中学校グラウンドで
の開会式では、まず参加60チームを紹介、
続いてアスリートの代表5人と、SO日本ドリ
ームサポーター萩原美樹子さん、丸の内警
察署、東京消防庁のみなさんの手でトーチ
ラン。池田朝彦SON東京理事長のあいさつ、
三井嬉子SO日本理事長の開会宣言の後、準
備体操を行い、竹橋・千鳥ヶ淵・桜田門のス
タートおよび中継地点に移動しました。
「宣言タイムレース」は、皇居のまわり
（竹
橋→千鳥ケ淵公園→桜田門→竹橋の3区

SOのイベントでは恒例のトーチラン

企業ランナーとアスリート/中継地点で

優勝 チーム・マテル

(アスリート 野口大介さん)

「ビバーチェ」の演奏

間）の約5キロを2周します。2〜6名で編成し
た各チームが事前に宣言したタイムをめざ
して「ウォーク＆ラン」。第6区間は各チーム
ともアスリートと一緒に走りましたが、ゴー
ル地点では、チームごとに記念撮影をする
光景があちこちで見られました。また「タイ
ムトライアル」には19名がエントリーして、
皇居１周コースで最速タイムを競いました。
閉会式は、バリ舞踊、
ミュージシャン泉俊
明さんのパフォーマンスなどで開幕。
ダンス
プログラムのアスリートとともにみんなで
ダンスを踊った後、ALSOK女子儀仗隊「ビバ
ーチェ」の華麗な演奏を楽しみ、
ラッフル抽
選会で盛り上がったところで、表彰式に移り
ました。

準備体操

萩原美樹子さんと一緒に

２位

UBS／メタボーズ

(アスリート 鈴木雅隆さん)

ロッカー泉俊明、熱く歌う

宣言タイムレース、
スタート間近

タイムトライアル

３位

SON東京

宣言タイムレースは、マテル・インターナ
ショナル㈱/チーム・マテルが宣言タイム50
分、
タイム差47秒で優勝。2位はUBS/メタボ
ーズ、3位はSON東京サッカープログラム/
杉並サッカーでした。タイムトライアルは、
男子は東京海上日動火災保険㈱の山崎靖
隆さんが19分58秒、女子はドイツ証券の
Emili Dandoyさんが22分44秒のタイムで優
勝しました。
多くの企業・団体等のご協賛・ご協力のも
と、無事にフェスティバルを終えることがで
きました。心より御礼申し上げます。
このイベ
ントの収益は、
日常プログラム運営費および
来年3月開催の山形ナショナルゲーム選手
団派遣費として活用させていただきます。

アスリートのダンスで会場が一体に

杉並サッカー

まもなくバトンタッチ

スタート！

お楽しみ抽選会プレゼンターは、
「東京アパッ
チ」ヘッドコーチのジョー・ブライアントさん

男子タイムトライアル
１位〜３位

女子タイムトライアル表彰式
池田理事長と

2007年 スペシャルオリンピックス夏季世界大会・上海
開会式

閉会式

SON東京選出の選手団は、アスリート
15名とコーチ3名です。
それぞれが精一杯がんばった大会の模様
をご報告します。
◆コーチの一言
ボウリングヘッドコーチ：川島敦子
西安でのホストタウンプログラムに続く本
大会では、シングルスの他、チー ム（混
合）とダブルスにも出場。予選快調の鍬形
さん、平田さんでしたが、決勝では緊張と
プレッシャーで、なかなか思うように投球
できない時も。しかし、自分を奮い立て、
勇気を出してがんばりました！
アスリート同士励まし合い、思いやって
いた姿、自分で考え一生懸命競技に取り組
む姿には、じーんときたものです。アス
リートだけでなく私自身も成長した17日間
でした。
上海からギリシャへ
バスケットボールヘッドコーチ：竹内 稔
10名（東京から8名）のアスリートとと
もに、9/26の壮行会から西安・上海に舞台
を移し、10/12帰国までの17日間、素晴ら
しいイベントを堪能して参りました。最大
の成果は、開会式から競技、閉会式に至る

上海の街はバナーで大会色に

まで誰一人欠けることなく参加できたこ
と。全員出場で6カ国との試合を味わった
喜びは、銀メダル（11ディビジョン中5番
目）という結果以上の価値があります。気
の早いアスリートはもう次のギリシャに夢
を膨らませていました。
体操競技ヘッドコーチ：渡辺 慶子
河野杏奈さんは、ゆかの演技が終わって
大泣き。世界トップレベルの演技で、観衆
を魅了した。松田元明君は、受賞パンダを
家族にプレゼント。ゆか・跳馬の得点は、
自己ベスト更新でしたね。森田赳人君は、
ボランティアのお姉さんと仲良し。跳馬は
着地ピタリときまって会場を沸かせた。
みなさんのおかげで、精一杯の演技がで
きました。ありがとうございました。
【応援に】
空港に降り立ち、まず大会の看板が目に
入ってきました。続いて大きな大会マス
コット像、道路のあちらこちらにはバナー
や看板、大会のＴシャツを着たタクシー運
転手にラッピングバス、そして各国応援団
……、上海の街が大会色に染まった数日間
でした。
（土路敦子）

河野さん 平均台

バスケットボールチーム 後右端・竹内コーチ

左側

小平さん 卓球

松田さん ゆか

【上海大会観戦記】
開催が共産圏であること、世界最多の人
口の中でSOの活動がどのように行われてい
るのか、と今回の中国の夏季世界大会には
特に深い関心があった。
バスケット中心の観戦であったが、会場
には中国のファミリーは見られなかった。
応援席を賑わしたのは

分けもわからずに

ただ声を張り上げる小学生、動員された大
学生のボランティアであった。本当にSOの
理念が説明されているのかという疑問は消
えなかった。
アメリカ以外で初めて開催された前回の
アイルランドの夏季大会では心温まる表彰
式があった。そして国旗掲揚のない開会式
であった。05年の冬季長野大会は

1人で

も多くの人にSOを理解し、活動を知っても
らうことに全力を尽くした。
世界の中でどれだけの国がSOの理念を
しっかり理解して、アスリートと共に活動
しているのであろうか。知的障害の人たち
とファミリーとボランティアがトライアン
グルでSOの日常活動をしていくことがいか
に大事なことかを再確認させられた上海大
会であった。

森田さん 跳馬

（喜多洋子）

松谷さん テニス

ボウリングチーム 前左端・川島コーチ、中・鍬形さん、後左端・平田さん
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3連休最後の9月24日、東京消防庁本所防
災館で、午前中のゼネラルオリエンテーションに
続き、午後から
「救命講習会」が行われました。
参加者は、SON東京のコーチ、ファミリー、
ボランティアの46人。財団法人東京救急協会
のみなさんの指導で、心肺蘇生法やAED（自
動体外式除細動器）の使用法などを教わりま
した。心肺蘇生法の大原則は「強く・早く・滞り
なく」。いざというときにあわてずに対処する

24

9月24日（月・祝）にマッ
シ ー 村 上 氏ご 協 力 の も
と、ハートフォード生命株
式会社様による野球観戦
のご招待をいただきました。
アスリート16名、
ファミリー10名、ボランティア10名が、幕張の
千葉マリンスタジアムに集合し、バレンタイン
監督との集合写真、マスコットキャラクター
マーくんとリーンちゃんとの写真撮影会、
グラ
ンド見学、パーティールームでの温かいおも
てなし、思いがけない野球ボールとシールの
プレゼントを頂き、感動の連続の時間を過ご
すことができました。
ハートフォード生命様とマッシー村上氏に、
心より感謝申し上げます。

WORKING ATHLETES
〜働くアスリートたち〜

SON東京のなかには、企業で元気に働
くアスリートたちが、たくさんいます。彼ら
の就労を、親身になって応援してくれる人
たちがいるおかげです。今号スタートの新
企画「WORKING ATHLETES」
では、
そんな
企業で働くアスリートと、それを応援する
企業担当者を紹介していきます。そこに
は、SOがめざす「アスリートの自立と社会
参加」の現状も、垣間見えるはず。
楽しんでお読み下さい。
第1回

金子慎吾さん（35才）
(株式会社ピックルスコーポレーション)

1. いまや所沢工場の重要な戦力

に は、救 命 法
をきちんとマ
スターしてい
9
ることが大切
24
で す。救 急 車
が到着するまでの『命を左右する技術』を学
んだ貴重な講習会でした。

10月20日（土）、東京・神奈
川・埼玉・栃木のアスリートが集
い、
「スペシャルオリンピックス
第4回関東地区水泳競技大会」 10
が千葉県の浦安市屋内水泳
20
プールで行われました。
太陽の光がさんさんと注ぎ
込む、たいへんきれいなプー
ル。観客席とプールサイドが一体化している SON東京からは28名が参加して、皆それぞれ
ため、応援団やファミリーとアスリートが一体 の出場種目で日ごろの練習の成果を存分に
となって、競技会をおおいに盛り上げました。 発揮しました。
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東京チームが活躍！
10月20(土)21(日)、長野市のホワイトリング
で、第2回全日本フロアホッケー競技大会が
行われました。
「フロアホッケー」
では、昨年から “ 誰でも
参加できるユニバーサルなスポーツ ” を目指
して、SO団体以外の小学生〜社会人も参加で
決まった作業を、丁寧に根気よく繰り返す
というのは、アスリートがもっとも得意とする
ところ。金子さんも洗浄作業にはかなりのこ
だわりがある様子で、
「他の人が手伝おうとす
ると、いつの間にかどこかへ行ってしまう(笑)」
とのこと。それだけ仕事に対する責任感と役
割意識が強いのでしょう。

2. 長野世界大会の報告を全社員に

きる大会が開催されるようになり、
今年は東京から20代〜60代の男女混合2チ
ームと、軽井沢との合同シニアチームが参
加。1チームは初出場で第4位、もう１チーム
とシニアチームは優勝カップを手にすること
ができました。
どの試合も接戦でしたが、最後
まで走りぬくことができたのは仲間の力でし
た。歌を作ってお互いに応援しあい、みんな
が自分の力を出しきるプレーをすることがで
き、本当に楽しい１日でした。
（フロアホッケー・マネージャー：清水ちはる）
やすい環境を作り上げているのかもしれま
せん。
障害があっても、できる仕事はたくさん
あります。
しかし、力を発揮するには、周囲
の協力と理解が不可欠であり、それには、
経営者や管理職という立場にある方の社
内風土作りが重要である。そのことをあら
ためて痛感させられた、今回の取材でした。

ピックルスコーポレーションでは、高齢者

金子慎吾さんが17年前から働くピックル や女性の活用にも積極的。障害者雇用につい
スコーポレーションは、
コンビニやスーパー、 ても、法定雇用率をクリアしています。所沢工
「障害者というこ
ファミリーレストラン向けに、浅漬けを中心 場内も金子さんに対しては、
とする、各種おつけものを製造・販売する会 とで特段意識するような雰囲気もなく、食事
社。毎日新鮮なおつけものを食卓に届ける 時や忘年会、新年会でも皆、気軽に声を掛け
ため、365日体制で多くの方々が働いていま て、普通にコミュニケーションをとっています」
と言います。
す。
金子さんは2005年の長野世界大会へ出場
「金子さんには、おつけものを漬けるコン
「大会後に
テナーの洗浄を任せています。毎日100種以 のため、仕事を長期間休みました。
上の製品を合計3万から5万パック作ってい は全社員が集まる会合において、金子さんの
ますから、洗浄するコンテナーの台数も相 口から成績を発表してもらいました。そのす
当。それを一手に引き受けてくれているの ばらしい成績に皆、おおいに驚き、感心してい
と言うのは、広報・IR室課長代理の
ですから、金子さんは今や当工場にとって、 ましたね」
こうした機会の創出こそが、
なくてはならない存在といってもいいでしょ 利根川健一さん。
金子さんに対する社内の理解を促進し、働き
う」
と、杉本裕之工場長は言います。

厳格に衛生管理された工場
内で働く金子慎吾さん。
目しか見えないのが残念！

杉本裕之所沢工場長(右)
と広報・IR室の
利根川健一課長代理(左)

アルペンスキーも、仲間も大好き！
ファミリー： 太田 孝
雄大がアルペンスキーに参加し始めて３
シーズン目を迎えました。名前のように大自
然に溶け込む人間になってほしいと思い小
学校の時からスキーを始めましたが、最初
は直滑降で弾丸小僧のように滑り落ちてい
くだけ。他のスキーヤーとぶつかったりとな
かなか思うように滑ってくれません。
アルペンに参加してからも順番を無視し
て滑ろうとしたり自分勝手な行動が多かっ
たのですが、
「次は右、その次は左、いやそ
っちじゃない！」
と声を振り絞ってくれるコー
チの熱くて粘り強い指導の下でなんとかポ
ールとポールを縫うように滑っていけるよう
になりました。コーチ、
ファミリー、
アスリート
のみなさんには感謝の気持ちで一杯です。
なによりもうれしいのは、雄大がアスリー
トのみんなと一緒に行動する楽しさを覚え
たことです。
「アルペンに行くぞ」
と言うと、
「全員参加する？」
とたずねます。今年３月の
トレーニング最終日には「12月になったら、
またスキーへ行こう」
と気合いを入れていま

冒頭の中学生アスリートの太田雄大さん
した。
アルペンは秒単位で競うタイムレース
です。でも雄大には長い年月をかけてゆっ はアルペントレーニングコースに２年前か
くりと成長する時間の流れを楽しんでほし ら参加しています。参加当初はとまどうこと
いと思っています。
も多かったようですが、回数が増えるにつ
れて少しずつ心を開いてくれて、現在では
ボランティアコーチやファミリー、他のアス
リートたちとも仲良くすごすようになり、ス
キーを楽しみながら滑っています。楽しそう
に滑っている彼の様子を見るのはコーチを
していて非常にうれしいことです。大阪に単
身赴任中のお父さんの孝さんもスタッフコ
左側：太田くん
ーチとして毎回参加してくれて、
よりよいプ
右側：関谷コーチ
ログラム作りに力を入れてくださるので感
謝の気持ちでいっぱいです。
アルペンスキープログラム主任コーチ：
さて、私がボランティアを始めてから８年
関谷忠明
がたち、
昨年４月からは第６代主任コーチ
「関谷さん、おみやげ！」
とアスリートの太
アルペンスキーは、雪山を
田雄大さんは修学旅行先で買ってきた甘い に就任しました。
求めて遠征するという他のプログラムには
クッキーとポッキーを私にくれた。私は満面
の笑みをこめて、
「雄大君、ありがとう。修学 ない特殊性のため、ファミリーが同行でき
ない、
日中は予定がないが夜は都合が悪い
旅行はどこへ行ってきたの」
と言った。
アルペンスキープログラムには約80名が 等という理由で登録を断念したり、登録して
登録していますが、毎年希望者が多くて抽 いてもプログラムに参加できないアスリー
また、
選で登録者を決めています。早いもので、活 トも多く、非常に残念に思っています。
動の拠点だったスキードーム「ザウス」が ボランティアコーチの人数が慢性的に不足
2002年に閉鎖されてから５年がたち、ザウ しているため、参加人数を制限しなくては
スで滑ったことがないアスリートが大半を ならない場合も出てきています。ボランティ
占めるようになりました。現在では、合宿か アコーチの数が増えれば、多くのアスリート
アルペントレーニングのどちらかのコース に満足できるようなプログラムを組むこと
をアスリートが選択して活動しています。
ができるのですが……。

● 事務局の冬季休業
12月31日
（月）〜1月4日
（金）

● 事務局からのお願い
転居・転勤等で住所変更があった方は、事務局までお知らせください。
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法人・団体・個人会員募集中
SON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ᴾᵓᵊᵎᵎᵎ円・年会費 ᵓᵊᵎᵎᵎ円
● 賛助会員
（一口）
年ᵑᵊᵎᵎᵎ円〜
（旧準会員）
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