
　アスリート・ファミリー・ボランティアは、楽器のトライア
ングルのそれぞれの一辺。３者が力を合わせて、より大き
く、すてきな響きを奏でていきたいとの願いをこめました。
各プログラムの３者を毎号ご紹介している「トライアング
ル」は「トライアングル・ストーリー」に変更しました。
（「とらいあんぐる」の文字デザインは、アスリートの原画
をもとに作成しました）

　2008 年第 10 回スペシャルオリン
ピックス日本・東京夏季地区大会が 6
月 8 日（日）、東京のほか、神奈川・千
葉・埼玉・栃木・群馬のアスリートも
迎え、約 450 名が参加して、東京都障
害者総合スポーツセンター（北区十
条）を主会場に開催されました。
　例年になく早い梅雨入りでしたが、
心配された雨も降らず、各会場で、ボウ
リング、バスケットボール、水泳、陸上、
サッカー、体操、卓球、テニス、バドミン
トン、バレーボールの 10 種目の競技を
無事に終えることができました。
　日ごろの成果を精一杯発揮したアス
リートと、来賓、ボランティア、ファミ
リーの笑顔の 1 日をご紹介します。

＜開会式＞
　開会式は午前９時 30 分、アスリート
の入場行進でスタート。SO 日本・SON
東京・北区旗の入場・掲揚後、主催者、
来賓の方々のあいさつ、力強い選手宣
誓の後、聖火が点火されました。
　続いて、安田準大会実行委員長が開
会を宣言。合唱プログラムのみなさん
が「ドレミの歌」で、競技に臨む選手た
ちを応援しました。

＜ボウリング＞
　アスリート 88 名が参加して競技が行わ
れました。SOが立ち上がった頃から比べる
と、想像できなかったほど成長したアスリ
ートたち。コーチやボランティアの方たち
の努力の結果が感じられました。

ニュースレターの愛称、「とらいあんぐる」に決定！

VOL.

ボウリング：　みんなでバンザーイ 水泳競技：　力泳！

＜バスケットボール＞
　東京８チーム、
他地区（神奈川・
千葉・埼玉・栃木）
６チームで試合
数も増えました
が、予定通り盛大
に行われました。
初出場のアスリ
ートや試合初体
験者も大活躍、受
賞の喜びを噛み
しめていました。
また、トップチー
ムのレベルは、
年々非常に高く
なってきました。

＜水泳競技＞
　東京チームは、全ての種目で健闘を見せ
てくれました。埼玉、千葉のアスリートたち
と競う種目が多かったことから、応援の熱
もかなりのもの。室温をより一層暑く感じさ
せました。

＜陸上競技＞
　スタート合図のピストル音と同時に、ワ
ーッと歓声が上がりました。抜いたり、抜か
れたりの激しい競走です。コーチ・ファミリ
ー・ボランティアの方々のガンバレ！ガン
バレ！の大きな声援とともにゴール。たくさ
んの拍手に迎えられ、達成感のある満足そ
うな表情でハイタッチを繰り返していまし
た。

＜サッカー＞
　今地区大会のスポンサーでもある UBS
のアジア・太平洋地区社会関連担当統括
部長のディビッド・ボイド -トーマス氏にプ
レーの合間にインタビュー。
「障害を持つ人を含め、全ての人々が社会
の一員として、さまざまな活動に参加するの
はすばらしいことです。UBS は日本だけで
なく、他のアジア・太平洋地区各国でスペ
シャルオリンピックスの活動を支援してい
ますが、今後も日本のスペシャルオリンピッ
クスの活動を支援していきたいと考えてい
ます」普段スポーツはあまりなさらないそう
ですが、飛んできたボールをキックして返す
姿はナイスプレーでした！

開会式：　選手宣誓開会式：　北区旗・SO日本旗・SON東京地区旗入場

開会式：　開会宣言開会式：　聖火リレー 活躍するボランティア：テントの組立て

バスケットボール：　シニアチームの熱戦 陸上：　表彰式で拍手 サッカー：　ボイドトーマス氏も一緒に



　サッカー ダンス フロアホッケー

作品とアスリートたち メッセージリレー　スタート！

伯野先生のアドバ
イスを受けながら

　上井草スポーツセンター（４月 19 日）と
荻窪ユアボウル（４月 20 日）で、今年度第
１回目のボランティア体験プログラムが
開催されました。
　お申し込みいただいた企業・団体・個
人の方々は、オリエンテーション後、サッ
カー、陸上、水泳、テニス、フロアホッケー、

＜卓球＞
　小さな球に意識を集中し、ラケットを振り
ます。ラリーが続き、白熱した戦いが繰り広
げられました。思うようにプレーできず涙を
流して悔しがるアスリート、スマッシュが決ま
り、飛び上がって喜ぶアスリート、それた球を
素早く拾うボランティアの方々、息をのんで
応援するファミリー。表彰式では「バンザイ」
の声と笑顔が会場全体に溢れていました。

＜テニス＞
　サーブイン。ボールをしっかりと見てレシ
ーブ。ボールが返ってきました。今度はボレ
ー、ネット……、悔しがる顔、喜びの顔とさま
ざまです。ボレー、スマッシュなど、ボールの
つながる試合ができるようにもなりました。
表彰式は和やかな雰囲気で、みんな晴れや

かな笑顔を見せていました。

＜バドミントン＞
　個人技能競技に続き、アスリート＆ファミ
リー＆ボランティアでエキジビジョンゲーム
が行われました。サーブ＆スマッシュと、シャ
トルが勢いよく飛び交いました。スピード感
がすばらしい！　バトミントンの経験あり、と
いうボランティアの男性陣のプレーも見事で
した。

＜体操競技＞
　昨年の上海大会経験者から大会初出場の
アスリートまで男子 10 名女子 2名が参加し、
男子はゆかと跳馬の 2 種目、女子は平均台
も加わり 3 種目で得点を競いました。たくさ
んのボランティアやファミリーの応援もあっ

て表彰式では全員の胸にメダルが輝きまし
た。

＜バレーボール＞
　個人技能競技とエキジビジョンゲームが
行われました。スパイク、レシーブと、みんな
一生懸命。上達したプレーに、ボランティア、
応援のファミリーから大きな拍手が送られま
した。

　ご協賛いただいた UBS グループをはじめ
とする企業・団体のみなさま、朝早くからお
手伝いいただいたボランティアのみなさま、
ご来賓と会場をご提供くださった各施設・
学校の方々、たくさんのご協力を本当にあり
がとうございました。厚く御礼申し上げます。

テニス：　表彰式 バレーボール：　レシーブ！バドミントン：　ボランティアの方たちと 体操：　床決勝バランス卓球：　真剣勝負

バスケットボール、卓球、バレーボール、機
能開発、アスリート会、ダンス、ドラマ、ボ
ウリングの各プログラムに参加。何種目も
のプログラムを楽しむ方もいて、アスリー
トとのふれあいを体験しました。このプロ
グラムを通じて、ボランティアが増えるこ
とを期待しています。

ボランティア体験プログラム開催

SO創立40周年記念イベントオープニングセレモニー開催
アスリートがお花の飾りつけ、メッセージリレースタート、ビリーブクルー撮影の「きずな＋～上海に瞳をこらして～」上映会

NYSE特別演奏会にゲスト出演
（7月19日・丸ビルMARUCUBE）

　ニューヨークを中心に活躍するオーケス
トラ NYSE( ニューヨーク・シンフォニック・
アンサンブル ) の素晴らしい演奏に合わせ、
合唱プログラムのアスリートたちが「エーデ
ルワイス」と「翼をください」の２曲を披露。
響き渡った歌声は、30 度を超える真夏日に
都心まで足を運んだ人々の心に涼風を送り
こみました。

　７月20日、丸ビルで行われた「スペシャ
ル・オリンピックス 40 周年記念」オープニ
ング・セレモニーの舞台を飾る花を、青山
フラワーマーケットのご協力でアスリートた
ちが生けました。それぞれに特徴あるすば
らしいディスプレーが、セレモニー会場を盛
り上げました。
　セレモニーでは、理事長の有森裕子さん
の挨拶並びに山下泰裕氏、SOの応援歌「き
ずな」を歌っている松浦亜弥さんら豪華ゲス
トをお迎えして、「スペシャルオリンピックス
　メッセージ・リレー」のスタートセレモニ
ーが行われました。

　又、ビリーブクルーによる「きずな＋～上
海に瞳をこらして」の上映後、小栗監督並び
にクルーのユーモアあふれる舞台挨拶に会
場が沸きました。



セント・パトリックス・デー パレード 表彰式で

＜横田本部長と高井さん＞

第 3回　中根　晃さん（34歳）　

「株式会社ディーエム情報システム」は、情報
システムの開発や運用、経理・カタログ発送
などの事務代行（BPO）などを行っている「IT
業務の総合運営管理会社」です。社員は約
350人。2007年に日本アイ・ビー・エムの子
会社となりました。

ファミリー委員になった時に、当時の島田委
員長に「議事録を配るべきだ」と進言したの
が「FUKUMIMI」発刊の始まりでした。
「議事録だけではつまらない、裏面にファミリ
ーの記事を記載したらおもしろいのでは？」
と言われ、表裏の２面にて発刊することにな
った訳です。
　委員会内にて議事録当番を輪番にしてい
ますので、議事録に苦労することはなかった
のですが、やはり表面の記事は「何を書こう
か？」と毎回苦心しています。当初は島田前委
員長、長谷川前副委員長と私の３人で記事を
埋めていましたが、今年からは「プログラム
紹介」欄を設け、それぞれのプログラムのフ
ァミリー委員の方々に紙面記事を順番に書い
てもらうようになっています。
　ファミリー委員の活動の一環として、委員
の方々が「FUKUMIMI」を配ることで委員会活
動の報告、話題を作ることができるようにな
ったことが最大の効能ではないかと思います。
特に「FUKUMIMI」の紙面を通じてSONTの財
政状況、予算の執行状況を何度も採り上げた
ので、ファミリーの皆さんに正確な理解が広
がったことを実感しております。
　改善すべきところもまだまだあります。寄
稿される記事はやはり少数であり、ほとんど
を私が書くこともあります。少しずつ、いろい
ろな方々に紙面を埋めていただく機会を増
やしていかなくてはと考えております。

今号からタイトルについたSSKRとは、障害
者定期刊行物協会（障定協）が発行する冊
子すべてにつけられているもの。つまり、
SON東京のニュースレターは、今号から障
定協から発行される冊子となったわけです。
これにより、80円かかっていたニュースレ
ターの送料が、11円となりました。第三種
郵便となったため、定価が記載されていま
すが、代金はいただいている会費に含まれ
ていますので、改めてお支払いいただく必
要はありません。よろしくご理解のほど、
お願い申しあげます。

●できる仕事はあるはずです
　「ディーエム情報システム」では、BPO事
業本部がある経堂事業所で働く中根さんの
ほか、２人の知的障害者が働いています。常
務執行役員で BPO 事業本部長の横田道雄
さんに雇用のいきさつをうかがいました。
「企業の社会的責任として、社長が障害者雇
用の方針を掲げて、採用を進めています。あ
る程度決められた仕事を手順どおりに行う
なら働けるのではないかと思いましたが、中
根君は発送業務、あとの２人はデータ入力と
データのスキャニングの仕事をしています」
　中根さんは 2001 年から働き始めました。
上司は高井和代さん。主な仕事は、さまざま
なパンフレットを組み合わせて封入するこ
と。できあがったセットは、棚にきちんと積
み上げられています。

「カタログ発送のための封入作業は 500 も
のアイテムがありますが、仕事は確実です。
最初はゆっくりでしたが、いまはスピードも
あります。集中力はすごく、間違えることは
ないですね。まじめで、だれがやるよりもき
れい。落ち着いて仕事をしています」
 
●職場の居心地は？「いい！」
　中根さんは、ほとんど言葉を発しません。
コミュニケーションをとるのはなかなか大
変でした。自分の思いを表現できなくて、ダ
ンボール箱を投げたりしたこともあったと
か。高井さん自身も、気持ちが伝わらないと
いうジレンマがあったそうです。さまざまな
ことを乗り越えて、今があります。セキュリ
ティが万全な会社の中で、中根さんは自分
の IDカードでドアを開けて移動し、仕事を
進めています。
　「当初は三言ぐらいしか話しませんでした
が、いろいろな単語を話すようになりました。
パートの人たちは、私の代わりに注意してく
れますし、返事が聞けるまで何度も聞いてく

れます。違う言葉を話すと、
みんながとても喜んでいま
す」
　職場のスタッフは子育て
経験のある 40 ～ 50 代の
人たちです。実は、中根さん
は養護学校高等部を卒業後、

七年間勤めましたが、職場で疎外され、解雇
という経験をしました。知的障害のある人
たちが働き続けられるかどうかは、職場の
理解がとても重要です。少しじっくり構えて
いただくと、確実に仕事をこなせるようにも
なります。
　厳しく、優しく接している高井さんは、会
社での母親役。本人の言葉が無い分、「連絡
ノート」のやりとりで、家庭との信頼関係を
築いています。
「仕事は何でもできるので、つい健常者と同
じに見て、しゃべれないことがハンディだっ
たのだと気づいたりしています。彼がついて
きてくれるのだったら、もっとチャレンジし
ていいのかなと思います」
　中根さんの思い。仕事は？「好き」。得意な
仕事は？「折り機と封入」。高井さんはどん
な人？「やさしい」。居心地は？「いい」。これ
からは？「働き続ける」。力強い答えが返って
きました。このように理解ある職場が広がっ
て欲しいと願っています。
（ボウリング、フロアホッケープログラムに参加）

ファミリー委員長：　前原　聡
　今回は今年２年目を迎えているファミリー
委員会広報誌「FUKUMIMI」の編集にあたる
苦労話など、次回は「オヤジの会」のお話をし
たいと思います。
●「FUKUMIMI」発刊から現在まで
　私はファミリー委員２年目ですが、委員会
活動はそれまでは無縁の者でした。ただプロ
グラム中にファミリーのお父さん、お母さん
を集め、委員の方が委員会でどんなことが話
し合いされているのか口頭で説明している姿
をみて「何か議事録みたいなものを配れば
随分楽なのになあ～」と感じていました。
　特に人前でしゃべるのが苦手な方には活
動報告を口頭でするくらいなら、そのまま黙
っていたほうがいいと考えるのが当然かもし
れません。そんな思いがあったので、自分が

ファミリー委員会の活動紹介・第１回

セント・パトリックス・デー・パレードで受賞

　アスリート会を中心に、アイルランドの
お祭り「セント・パトリックス・デー（3月
17日）」の前後に表参道で行われるパレード
（アイリッシュ・ネットワーク・ジャパン主
催）に参加していますが、今年は多数の参
加チームの中から「ベストアイデア賞」を受
賞。6月15日に表彰式がありました。

＜中根晃さん　封入作業＞



●アスリート：福田　ゆり
　私はスペシャルオリン
ピックスのコーラスを、仙川
にある桐朋学園で 1ヶ月に
1 回しています。先生は阿
部祐子先生です。私は阿部
先生のように歌がうまくな
りたいと思います。
コーラスが始まる前に声を

出すために発声練習をします。お腹から声
を出すために犬の鳴き声とか馬のヒヒー
ンという声を出します。世田谷区民セン
ターの舞台の上でみんなで歌うこともあり
ます。三井生命のホールで歌ったこともあ
ります。天使のラブソングやエーデルワイ
スを歌いました。私はコーラスをしていて、
とても幸せです。

●アスリート：柿原　政典
僕が始めてスペシャルオ

リンピックスに出会ったの
が、合唱プログラムでした。
僕は趣味で歌ったり、楽器
を演奏して、皆に聴いてもらう

ことが好きです。合唱に参加したことで、ひ
とりでなく、皆で一緒に歌ったり、演奏する
ことが、とても楽しくなりました。月に１回、
阿部先生や皆と会えることがとても楽しみ

です。たくさんの人と仲良くしてもらえて、
とても幸せです。
合唱では、発声練習で、いろいろな動物

になったり、アイスクリームの形になって
みたり、３人並んで和音を作ってみたり、
楽しいことがたくさんあります。時々発表の
舞台で大勢の人の前で歌えるのは、とても
気持ちがいいです。
僕は伴奏や指揮をさせてもらうのが好

きで、友達にカッコ良かったと言っても
らって、自分が小澤征爾になったようでし
た。これからもっとレパートリーを増やして
皆で演奏旅行をするのが夢です。

●ファミリー：柿原　侑生子
前半は発声練習や身体を使っての表現

から始まり、後半は２部に分かれての歌の
練習と、あっという間の２時間。私自身、付
き添いの参加からスタートしたにもかか
わらず、今では自分が合唱の一員として参
加している錯覚に陥る程、楽しい時間です。
毎回、見違えるように上手く（？）なった

気持ちにさせて頂けるアベ・マジックに
は驚嘆しています。各プログラムの最終日
の音大の学生さん達や OB によるミニコ
ンサートも楽しみの１つです。普段間近で
は見られない様々な楽器に時には触れさ
せて頂けて、政典も毎回「次はあの楽器に
挑戦しよう」と、夢は膨らむばかりです。
また、政典は指揮や伴奏をさせて頂き、

独演会状態ですが、ボランティア・ファミ
リーの皆様にはいつも優しく暖かく見守っ
てくださり、本人の何よりの楽しみになって
います。時々ある舞台発表は周りの友達と
の仲間意識がもてるいい機会のようです。
阿部先生はじめボランティアの皆様、一

緒に歌っている仲間達、ファミリーの皆様、
今後ともどうぞよろしく！そして、いつもあり
がとう！

●合唱コーチ：阿部　祐子
ハーモニーが歌えた！指揮が振れた！詩

の朗読ができた！ 日曜日の午前中、合唱プ
ログラムに素晴らしい瞬間が訪れます。ア
スリートが羽ばたく時、見守る人々にも驚
きと感動と勇気が与えられ、その場は拍手
の渦。エネルギーが湧きだす瞬間です !!
これからもそれぞれの課題に皆でチャ

レンジしていきましょう。「次の扉」はアス
リートの勇気が開きます。私はその勇気を
尊敬し全力で応援します。

登録アスリート数：　

正    会    員    数：　
（ 年 月 日現在）
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「合唱、楽しい！幸せ！」

「アスリートが飛躍する瞬間」

＜今後のイベント＞ ＜事務局の夏季休業＞　8月11日（月）～8月15日（金）
＜事務局からのお願い＞
　住所変更があった方は、事務局までお知らせ下さい。

阿部さんの指導にあわせて、ハーモニー
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