
第６回  ウォーク＆ラン フェスティバルに
ご協賛いただきました。

「２００８年   第６回ウォーク＆ラン フェスティバル」開催

59チームが参加！

　10月 26日（日）、 チャリティーイベント
「2008 年 第 6 回ウォーク＆ラン　フェス
ティバル」が開催され、参加企業・団体ラ
ンナー、アスリート＆ファミリー、ボランティ
アと、総勢約 600 名が参加しました。
　26 の企業・団体から59 チームが参加
した宣言タイムレースは、竹橋・千鳥ヶ淵・
桜田門の 3カ所で受付・開会式をもちま
した。桜田門の中継所では最終 6 区を一
緒に走る企業・団体の走者とアスリートと
のマッチングが行われ、レース前から早く
も息のあったペアが誕生していました。
　スタート地点の竹橋では、ドリームサ
ポーターの谷川真理さんがスターターを
務め、千鳥ヶ淵からは、北京オリンピックの
シンクロナイズドスイミングの銅メダリスト、
原田早穂さんがアスリートと一緒に走って
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下さいました。
　レースは事前申告タイムと実走時間の誤
差の少なさを競うもので、皇居周囲を 3区
間に分け、2 周 6 区間をリレーします。各
チームがそれぞれ個性あふれるウォーク＆
ラン。アスリートを励ましながら手を繋いで
ゴールするペア、ゴールしてハイタッチや
握手をする姿、みなさん、爽やかな笑顔で
走り終えました。
　宣言タイムレースに引き続いて、皇居一
周の速さを競うタイムトライアルレースに
は、企業・団体からのランナー 14 名、SON
東京のアスリート8名の健脚自慢が参加し
ました。
　その後、神田一橋中学校に移動して閉会
式。チームごとに昼食をとり、大道芸のアト
ラクション、ダンスプログラムのアスリート

と参加者たちの元気なダンス。会場が盛り
上がった中で行われた表彰式では、タイム
トライアルの男子の部と女子の部の表彰に
続いて宣言タイムレースの表彰が行われま
した。1 位はドイツ銀行グループ /Team 
Deutsche でタイム差はわずか 11 秒、2 位
はカーライル・デビルス、3位は麻布消防
署チーム。ゲストの原田さんから優勝の盾
やメダルが授与されました。
　大勢のレース参加者が大勢のボランティ
アに支えられて、楽しい秋の１日を過ごすこ
とができました。ご支援・ご協力いただい
た多くの企業・団体、個人ボランティアの
方々に心よりお礼申し上げます。このイベン
トの収益は、SON東京の日常プログラムの
運営費として活用させていただきます。

受付で活躍するボランティア 開会式  谷川真理さんの挨拶

最終走者ペアがスタート 最終走者ペアがスタート

企業チームとアスリートが揃って

宣言タイムレース、スタート

笑顔で、息ぴったり 企業ランナーとアスリートがＶサイン

開会式での準備体操

タイムトライアルのスタート 走りながらも余裕のＶサイン ゴール！

原田さんから優勝トロフィーの授与 閉会式で挨拶する原田さん

チームごとに昼食

ダンスプログラムが元気付け



第 4回　鍬形　愛子さん（27歳）　

有限会社フルールは創業 1963 年、従業員
約90人のホームクリーニングの会社です。
確かな技術を誇るクリーニング店として、渋
谷、赤坂と城南地域を中心に14の直営店と
上海に1店舗、そのほか取次店を展開、宅
配クリーニングも行っています。

コックスの指示に従ってＧＯ！ ボートに乗って練習です

みんなで記念撮影

●ワイシャツの仕上げは、任せて！
　池上本門寺近く、国道 1 号線から住宅街
に入ったところにある本社工場には、各店
舗から洗濯物が集まってきます。工場で働く
のは約 30 人。その中の 1人、鍬形愛子さん
は養護学校卒業後、就職して9年目。フルー
ルに転職して 5 年という上司の岩山典彦部
長よりも、社歴は「先輩」です。
　「彼女は順応性があり、きちんと仕事をし
てもらえるので助かります。工場内では、障
害者という意識で接している人はいないと
思いますし、特別扱いをしていないので、距
離感がない雰囲気の中で働けていると思い
ます」
　工場は、ワイシャツのクリーニングとお
しゃれ着や背広などのドライクリーニングの
2部門。鍬形さんは入社以来、ワイシャツの

仕上げを担当し、いまはすべての
工程ができます。
　「アイロンの作業は危険なことも
ありますので、最初は避けていたの
ですが、やりたいというのでやらせ
たら、いまではほとんどのものを扱
うことができます。しわが残ってい
るような仕上げだと『直してほし
い』とか、言うべきこともきちんと言います。
もうベテランで、プロ意識がありますね」
　大きなプレス機でテーブルクロスやシー
ツをプレスしたり、ワイシャツの襟をピンで
留めたり、しわをアイロンで直したりと、てき
ぱきと仕事をこなしています。
　「いまのセクションは、チームプレーがで
きないと孤立してしまいます。仕事がたまっ
ているところをさりげなくフォローする、そ
れがこなせているのはすごいと思います」

●アットホームな職場で「働き続けたい」
　鍬形さんは、上海大会のボウリング競技
に出場しました。実は、佐藤達男社長もボウ
リングが大好きだそうです。
　「愛ちゃんがいい成績をとったと聞くと、
社長はことのほか喜んでいます。うちにはア
マチュアでトップクラスの女性も働いている
んです。長く休むときは何カ月も前に聞きま
すので、段取りは大丈夫です」
　工場ではもう１人、知的障害の男性が働

き、中国からの研修生たちもいます。鍬形さ
んが研修生に教えることもあるとか。
　「アットホームというか、家族的ですから、
一緒に働いている人たちがお父さんお母さ
ん役になって、娘を見るような感じで見てく
れています。彼女は口数は少ないのですが、
うれしいときはうれしそうにしますから、接
していればわかりますね」
　工場は年中無休で動いていますが、勤務
は平日の 9時から16 時まで。「仕事は全部
得意だよね」との岩山部長の問いかけに、鍬
形さんは笑顔。一番好きな仕事は「アイロ
ン」。「楽しいですか？」に「ハイ」。恥ずかしそ
うに答えていた鍬形さんが、「これからも働
き続けたいですか」の問いに、きっぱり「ハ
イ」と返事をしてくれました。
　「注文は特にありません。いままでどおり、
働き続けてもらえれば」。岩山部長と鍬形さ
んの笑顔が、アットホームな職場を物語って
いました。

（ボウリングプログラムに参加）

一番好きなアイロン作業 岩山典彦部長（写真左）

　9月 13 日、東京海上スポーツ財団と東
京海上日動火災保険株式会社ボート部の
ご招待で、今年で 3 回目を迎えるボート
体験会が、埼玉県の戸田艇庫で開催され
ました。
　アスリート＆ファミリー 6 組が参加。
ボート部からは OB、OG を含め 20 名余
りの方々が、コックス（艇長）と漕ぎ手 4
名による、ナックルフォアという 5 人乗
りボートを指導してくださいました。
　準備運動のあと、5 人１組で 6 班に分
かれ、実際にボートに乗ってみます。オー
ルの使い方、漕ぎ方に慣れたところで、漕
艇場のボートコースへ出発です！
　最初は、戸惑ったりする様子も見受け
られましたが、ボート部の方々のサポー

　8 月 31 日、国立オリンピック記念青少年
総合センター大ホールで「第 2 回文化プロ
グラム合同発表会」が行われました。
　ＳＯ日本理事の宮内寛文さん（アスリー
ト）の開会の言葉に始まり、英会話、アスリ
ート会、ドラマ、合唱、ダンスの各プログラ

ＳＯ文化プログラム発表会　アスリート全員による記念撮影

トのお陰で、「ノーワーク」（ゆっくりとした
リズムで漕ぐ状態）、「イージ―オール」（漕
ぐ事を停止した状態）など、コックスの掛け
声に合わせて、アスリート＆ファミリーも
オールを操ります。最後はコックスの指示
と 4 人の漕ぎ手の息があい、川辺に流れる
風を切りながら進むボートの姿は、本当に
感動的でした。
　1000ｍほどコースを漕いで岸に上がっ
てきたアスリートの顔は、少し日に焼けな
がらも楽しさがあふれていました。体験後
も班ごとに昼食をいただき、ボート部の
方々と交流を深めることができました。こ
のような貴重な体験をさせていただいた関
係各位に深く感謝いたします。

　（ボランティア委員　吉田　督）

「第2回文化プログラム合同発表会」を開催８／31

「第３回ボート体験会」に参加

ムに参加するアスリートたちが、日頃の練
習の成果を発表しました。ゲストとして、齋
藤友紀さんがフルート演奏をして下さいま
した。
　また、SO日本名誉会長の細川佳代子さん
も飛び入りであいさつ。最後は、アスリート

英語ミュージカル　「オズの魔法使い」
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の笑顔とともにステージと会場が一体とな
って歌い、踊り、楽しい時間を過ごしました。
　ホール外ではアートプログラムの木彫り
や絵画、アスリート会のアスリートたちの
作品が展示され、発表会にいろどりをそえ
ました。



オによる応援メッセージを胸に、熱戦
が繰り広げられました。
　表彰式で、SO日本三井会長をはじ
めとするプレゼンターからメダルや
リボンを授与されたアスリートたち
は、誇らしげな笑顔でした。SO日本と

浦安市教育委員会のご後援をはじめ、企業・
団体のご協賛、ファミリー・ボランティア200
名のご協力のおかげもあり、事故も怪我もな
く、盛大に競技会を行うことができました。ご
支援、ご協力いただきました皆様に心より御
礼申し上げます。　　（運営担当：和田和芳）

　今回で５回目となる「SO日本関東ブロック
水泳競技会」は10月18日（土）、千葉県の「浦
安市運動公園屋内水泳プール」にて開催さ
れました。東京・神奈川・千葉・埼玉のアスリ
ート118名が集い、SO日本有森理事長のビデ

ファミリー委員会の活動紹介・第２回

あこがれの代々木体育館でプレー

　11月9日（日）、港区スポーツセンター
第１競技場にて、第27回となる「障害者ス
ポーツの集い」が開催されました。
　このイベントは、運動不足になりがちな
障害者の人たちが、障害や年齢を問わずス
ポーツを楽しみ、交流を図れるよう企画さ
れたもの。地域の施設に所属する人たちや、
ボーイスカウトの小学生などが数多く参加
し、フロアホッケー・メンバーとともにバ
スやドリブルなどの練習を体験しました。
　皆さんとても楽しそうな様子で、港区で
のフロアホッケー人気に火がつきそうな予
感もした1日となりました。

　関東ブロックでの開催という初めての
試みとあって、各地から62名ものさま
ざまな競技のコーチが結集しました。
  諏訪・青柳両ナショナルトレーナーの
ご指導のもと、「ゼネラル・オリエン
テーション」「危機管理」「コーチコ

参加者に競技を説明

「オヤジの会」活動中！
ファミリー委員長　前原　聡

　オヤジの会は、「オヤジの会、作らない？」そ
んな一言から始まりました。
　｢FUKUMIMI」の発刊と委員会活動を継続し
ていると、SON 東京の色々な課題が徐々に
解ってきました。コーチの不足、ボランティア
の不足。現場のプログラムでは主任コーチが
それぞれ高い志で活動しているにも係わら
ず、これを支えるサポーターがまだまだ不足
しています。特に SON 東京にはファミリーの
お父さんの参加がまだまだ足りないと実感し
ていた次第です。
　私も現在 40 歳ですが、仕事、家庭、そして
SO ととにかく忙しい。お父さんの世代は管理
職になっている人も多く、土日くらいは体を
休ませたいというところが本音かもしれませ
ん。「どっぷり浸からなくてもいい、時間が空
いた時には気軽に参加できる組織があれば
いいなあ」と密かに考えて、「FUKUMIMI」編集
の会合（単なる飲み会ですが……）で島田前
委員長、長谷川前副委員長に打ち明けたとこ
ろ、「オヤジの会を作らない？」という１つの
答えが帰ってきました。
　「オヤジの会」は SON東京を外部から応援
する会として、主にファミリーのオヤジさんた
ちで構成しよう、遠目からSON東京の活動を
見ているお父さんを活動の中に巻き込んで
いこう、というのが設立の趣旨です。

　大事なことは
「決して急がず
に、あせらずに、
ゆるゆるとやろ
う」ということで

す。参加するのが苦痛になったら終わりです
から。
　具体的な活動として「道場破り」を実施しま
した。各プログラムに参加してアスリートとガ
チンコ勝負をしようという企画で、第１弾は
バスケット！
　突然試合をすることはさすがに無茶なた
め、事前に複数回の練習に参加し、そのプロ
グラムのお手伝いをしつつ、最後は試合。オヤ
ジチーム対アスリートチームは０－４の結果
で、完膚無きまでに叩きのめされましたが「こ
れでいいのだ」と思える交流ができました。
　飛び入りで参加するオヤジが、活動に参加
していく姿を見て、１人でも多くのファミリー
がプログラムに主体的に参画するきっかけ
になればと思っています。
　「オヤジの会」はファミリー委員会のOB、そ
の知り合い、各プログラムのお父さん等で構
成しています。自由参加型であり、定期的な会
合があるわけではありません。不定期の飲み
会や企画活動を少しずつ積み重ねていくつ
もりです。
　息子、娘が SON 東京で活動しているけれ
ど、自分も協力できるときは協力したいとい
う方はいつでも大歓迎です。
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「2008年SO日本第5回関東地区水泳競技会」開催10／18

11／２

　　　　フロアホッケープログラムが
「港区障害者スポーツの集い」に参加
11／９

　11月2日（日）、JBL2リーグの試合前に、
東京海上日動火災保険の特別ご招待で、バ
スケットボールプログラムのアスリートが
試合を行いました。
　会場は、バスケット選手あこがれの代々
木第二体育館。ふだんは一緒に練習してい
るアスリートたちが2チームに分かれての
戦いは、序盤から白熱したプレーとなり、

応援のファミリーから
◆息子が本大会に参加したのは3回目です。
初めて1日の流れを確認しながら、SOで顔見
知りの子に声援を送ったりすることができま
した。また今回、改めて障害児とサポートする
人々の一体感を感じ、SOの素晴しさを認識出
来ました。本当に感謝いたします。

（ファミリー：高橋裕子）
◆「それいけっ！がんばれ！」リレーの泳法が
変わるたびに、抜いたり、抜かれたり、応援に
も力が入ってしまう。終わってみれば、メダル
をもらって、子どもはニコニコ顔。たくましく
成長しているのを実感できる大会でした。

（ファミリー：津村　宏）

表彰　みんなでバンザイ 競技　平泳ぎ　力泳！

ミュニケーション・良いコーチになるた
めには」の講義が展開されました。特に
「コーチ哲学」のアンケートを事前提出
することで受講者の参画意識も高まりを
みせ、従来のコーチクリニックとは一味
違う雰囲気が醸成されていました。

前後左右へドリブル・パスで激しく動き、
転倒する場面も……。コーチからは「右・
右、中・中」などの指示、ファミリーから
は「シュート！」など大声援。ゲーム終了
間際にシュートが決まり、35対32でタイム
アップ。コートで輝いているアスリートに
大きな拍手が送られていました。

  研修内容はいつもながらの新たな発見の
連続で、SOコーチとして理論武装の必要
性を再認識させられた1日となりまし
た。
(バスケットボール認定コーチ　竹内稔）

関東ブロック
認定コーチ研修会に参加して

（9月7日開催）



●アスリート：高橋　凌
僕は小学 6年生の時からフロアホッケー

のウインターチャレンジャーズに入りました。
練習は江東特別支援学校でやっています。
コーチと仲間と一緒に練習をして、合宿に
行ったり、長野と山形の大会に出ました。早
くコーチのようにホッケーが上手くなりた
いと思います。
ゴーリーの練習はちょっと難しいけれど

楽しくて、練習試合ではディフェンスを越え
た相手のパックをたくさん取っています。
ゴーリーが一番楽しいです。
　

「ウインターチャレンジャーズに出会えて」
●ファミリー：高橋眞理

凌がフロアホッケーに通い始めて３年に
なります。初めて見学に行った時、こんなに
激しくてルールも難しそうなスポーツは無
理かなと思いました。でも練習の様子を
じっと見ていた凌は「僕もホッケーやりま
す」とすぐに言ってきました。ひと目でカッ
コイイ、自分もやってみたいと思ったようで
す。「練習をしていくうちに覚えていけます

よ」と熱心なコーチと先輩アスリートのファ
ミリーのみなさんに励まされ、参加すること
を決めました。
練習を重ねていくうち、おとなしい性格

だと思っていた凌はどんどん活発になって、
意外と負けず嫌いだったんだ、と気がつき
ました（笑）。中学 1年生の時に長野の記念
大会に初参加しましたが、選手団として
コーチとアスリートだけで元気に出かけて
行く姿は、本当に頼もしくて嬉しかったです。
体が大きいこともあり、今ではゴーリーとい
う大役を任され、もっと上手になりたいとい
う気持ちも出てきて、ますます頑張るように
なりました。
そんなわが子を応援しつつ、私も選手と

してコーチのみなさんと第３回全国フロア
ホッケー競技大会に初参加し、フロアホッ
ケーの楽しさを分かちあうことが出来まし
た。素晴らしいコーチと明るく元気なアス
リート、支えてくれる優しいファミリーのみ
なさんの集まるウインターチャレンジャー
ズ。その仲間であることに、私は心から感謝
しています。
　

「最高の自分」を求めて
●コーチ：高橋豪

コーチとしてアスリートにぜひ伝えたい
のは、スポーツを通じて「最高の自分」を実
現する素晴らしさです。なりたい自分を思い
描き、一生懸命に努力を重ねて、少しずつそ

れを実現していくことの喜びはなにごとに
も代えがたいものです。もちろんうまく行か
ないこともありますが、目標に向かって努力
していること自体が素晴らしい充実感を与
えてくれます。そしてこの経験は必ず今後の
人生で活かされると信じています。
凌くんにもそんな気持ちでコーチをして

います。凌くんは去年からゴーリーにもチャ
レンジしてもらっていますが、最初は自信が
なかったのか、よく「僕のことは頼りにしな
いで！」と悲鳴を上げていました。でもすぐ
に、仲間から頼りにされることを励みに感じ
るようになり、一生懸命練習にも取り組んで、
山形 NG では、スーパーセーブを連発しな
がら、「もっと攻めてシュートを打って！」と
チームの仲間を鼓舞するほどたくましく成
長してくれました。
凌くんのように、アスリートに「最高の自

分」を実現することにチャレンジしてもらう
ためには、コーチ自身も目標に向かってが
んばっている姿を見てもらうのが一番と考
え、コーチのメンバーや凌ママ（真理さん）
とチームを作って一般の競技会にも参加し
ています。凌くんも応援に来て
くれていますが、コーチチー
ムのプレーに刺激を受け、
さらに上のレベルを目指
すいい機会になってくれ
たらと思います。

Update
登録アスリート数：　1,059名

正    会    員    数：　1,012名
（2008年10月31日現在）
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sskr news letter

高橋　凌くん

　2009 年2 月7 日～13 日の7 日間、アメリカ・アイダホ州で冬季世界
大会が開催されます。
　SO日本では、「2008 年第4 回SO日本冬季ナショナルゲーム・山形」
の結果を元に選考した日本選手団（アスリートは61人の予定）を派
遣しますが、SON東京からは、アルペンスキーの太田雄大さん、藤幸
太郎さん、柳下沙也香さんとコーチの小松順子さん、スピードスケ
ートの近藤剛さんとコーチの竹村京子さんが参加します。
　大会では練習の成果を発揮して、世界のアスリート
たちとの交流を楽しんできてください。
　アイダホ応援のJOMOクリック募金を実施中。みなさ
んの応援をよろしくお願いします。
http://www.j-energy.co.jp/cp/society/click_tp.php

「2009 年SO冬季世界大会・アイダホ」に6名が参加
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