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開会式　ご来賓の方々

SON 東京の第 12 回夏季地区大会が、6

月16日（土）と17日（日）に開催されま

した。16日 13 時からの開会式は、あいに

くの空模様のため、東京都障害者総合ス

ポーツセンター（以下、スポーツセンター）

の体育館で実施。東京のほか、神奈川、千

葉、埼玉、群馬、茨城と、東日本大震災で大

きな被害を受けた宮城、福島のアスリート

も参加しました。開会式の後、交流会では

参加したアスリート、ボランティアがひと

つになって、綱引き、ダンスなどを楽しみま

した。

　17日は競技会。メイン会場のスポーツ

センターでは陸上競技、水泳競技、卓球、

東京家政大学ではバスケットボール、都

立王子第二特別支援学校ではバスケット

ボール個人技能競技とバドミントン、陸上

自衛隊十条駐屯地ではバレーボール、日

本体育大学東京・世田谷キャンパスで体

操競技、東京ポートボウルではボウリング

の競技が行われました。アスリートたちは

それぞれの種目で、日ごろのトレーニング

の成果を思う存分発揮したようです。な

お、前日の雨でグラウンドコンディション

不良のため、サッカーとテニスの競技は、

残念ながら中止となりました。

　企業・団体そして学校から参加いただ

いた多くのボランティアの尽力により、大

会は無事終了しました。ご協賛・ご協力い

ただきました関係者の方々に厚く御礼申

し上げます。

カッコいいパフォーマンス

選手宣誓

力いっぱい！

綱引きみんなでつながる

聖火入場

フライングディスク体験会　都立王子第二特別支援学校で開催

開会式　他地区からも参加

千葉のアスリートも一緒に

2012年 第12回夏季地区大会開催
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今大会は、高校・大学・企業などの若い年代の参加者が多く、当

日の担当ジョブについては、ほとんどの方が「大いに満足」「満

足」「どちらかといえば満足」してくださいました。また 98 ％の

方から今後もSON 東京のボランティアに「参加したい」との声

をいただきました。これからもよろしくお願いいたします。

ボランティア、ありがとう！

［ よかった！ ］●選手がとてもがんばってプレーをしていて、このイベントに参加できてよかったです。●人生初のボランティアでしたが、楽しかったです。●普段はできない経験や、

普段の生活では触れ合えない方々と活動ができて、たくさんの元気がもらえました。●アスリートの方々の頑張りが素敵でした。●裏方の仕事を初めてしたけれど、楽しかった。

●アスリートとボランティアで作り上げていく、アットホームで心のこもった大会で、私にとってスペシャルな1日になりました。またお手伝いの機会があるといいなと思っています。

［ もうちょっと ］●もう少しアスリートと関われたらよかったです。●もう少し担当する業務が多くてもよいのでは思いました。●毎度のことながら、仕切りがよくないです。

陸上競技　ボール投げ 陸上競技　リレー 陸上競技　表彰式 水泳競技　クロール

水泳競技　平泳ぎ 水泳競技  金メダルに笑顔 卓球　熱戦続く 卓球　表彰式

バスケットボール　多摩×杉並 バスケットボール　杉並連合×世田谷連合 バスケットボール　女子　多摩連合×代々木連合 バスケットボール　個人戦、メダル授与

バレーボール　サーブ！ バレーボール　トスをあげる バドミントン　ダブルスでプレー バドミントン　記念撮影

体操競技　女子／平均台 体操競技　競技を終えて記念撮影 ボウリング　選手宣誓 ボウリング　競技開始
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東京都障害者総合スポーツセンター

東京家政大学

陸上自衛隊十条駐屯地 都立王子第二特別支援学校

日本体育大学東京・世田谷キャンパス 東京ポートボウル

参加者の
アンケートから
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　障害者の自立、結婚などの大きなテーマで描かれた作品で、

瑞宝太鼓の演奏の素晴らしさに圧倒されました。

　終了後の座談会では、障がい者の親としての立場での本音や

希望、そしてアスリート自身の言葉も聞くことができました。と

もすれ、出来ないと先回りして心配しすぎてしまう親に、「僕たち

の可能性を閉ざさないで、自分たちで決めたいこともあるのだ

から」というビリーブクルーとして出演していたアスリートの意見

にはドキッとせざるを得ませんでした。またこういった企画を考

えていきたいと思います。（ファミリー委員長 山﨑 多美子）

ファミリー委員会主催 映画「幸せの太鼓を響かせて INCLUSION」 上映会を開催しました。

　品川駅から高層ビルをつなぐデッキを歩いて10分、

品川インターシティB 棟 23 階に位置する（株）大林組

社員食堂からは、東京スカイツリー、レインボーブリッ

ジをはじめ、晴れた日には房総半島まで見ることがで

きます。そこが菅野誠さんの職場です。

▶ 調理師として活躍中
　菅野さんは、特別支援学校高等部を卒業後、（株）

LEOC（レオック）に就職し、代々木の国立オリンピック

記念青少年総合センターの食堂で 2 年間働き、当時

の店長の異動に伴って、5 年前から現在の（株）LEOC

大林組事業所で働いています。

　この社員食堂では、「カフェテリアコーナー」、「定食

のセットメニューコーナー」、「麺と丼コーナー」の形

態の異なる3カ所の食堂と売店を受託し、1日1,200

～ 1,300 食のランチを提供しています。夜は社員専

用のパブの運営とパーティーもあるそうです。

　菅野さんは、揚げ

物、野菜などの切り

込み、洗浄作業、片

づけなどの仕事をし

ています。玉ねぎや

人参などの野菜の切

り込み作業はこちら

に異動してきてから

始めました。火傷を

したり、包丁で指を怪我したこともあったとか。「最初

は慣れない作業で大変だった。今は上手にできるよ

うになりました。得意な作業は、揚げものです」

　現在の店長の八藤雄治さんは、3 年前にこちらの事

業所に異動して一緒に働いています。「菅野君は野菜

を切るより、揚げ物のほうが好きなようですね。揚げ

物は、私が『これを何個』と指示すると、どんどん上手

に揚げてくれます。調理師として活躍していますよ！」

コロッケ、とんかつ、かき揚げや野菜のてんぷらなど

も上手に作れます。「最初の３回位教えながら一緒

に揚げると、要領を覚えて作業を任せることができま

す。私が異動してきた当時はナスのてんぷらはでき

なかったのですが、今はできるようになりました」

▶ どこの現場でも働けるように
　八藤さんが注意しているのは、怪我をしないように

ということです。「厨房内では包丁を使いますし、200

度近い油で調理をしますので、細心の注意を払って

います。その上でできる限り数を正確に、間違えのな

いように仕上げることができるとよいと思っています。

100個といったら、100個揚げるという数を把握するの

がちょっと苦手なようですので、100 は 20 個ずつ 5 つ

に分けるとわかりやすいと教えています」

　菅野さんは毎日、元気に出勤しています。「たま～

に失敗して、昨日もコロッケが爆発してしまった。で

も、怪我をしないように気をつけています」

　八藤さんは、「一緒に働く仲間からも好かれている

のが最大の長所です。素直な性格で、誰からもかわ

いがられ、色々と教えてもらいながら頼りにされてい

ます。店長職は異動がありますので、一人でできるポ

ジションを作ってどこの現場でも働けるようになれた

らよいと思っています。向上心もあるし、その可能性

は十分あると思います」と励ましのメッセージを送っ

てくれました。

　休日は、バスケットボールプログラムと地域のソフ

トボールチームに参加しています。「サードで 4 番。

野球は好きです。でもチームは弱い…。」活動日が重

なり両方参加するのが大変だとか。菅野さんの目標

は？「今の職場は気に入っています。揚げ物を忘れた

くないので仕事を続けたいです。バスケもソフトも続

けたいです」

　てんぷらを揚げられるのはすごい！　これからも活

躍してくださいね。

（バスケットボールプログラム・杉並に参加）

働くアスリートたち

八藤店長と菅野さん厨房で仕事中

WORKING
ATHLETES 菅野　誠さん（25 歳）第15回
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　2014 年は、SON 東京が出来て 20 年となる節目の年

です。そこで SON 東京では、2 年前の 2010 年から、［東

京にナショナルゲームを招致しよう］という運動をス

タートさせ、岡松副理事長・安田専務理事をはじめとす

る11 名の招致委員によって、検討に次ぐ検討を重ねて

きました。残念ながら2014 年の夏季ナショナルゲーム

の開催地は、もう一方の立候補地区であるSON 福岡と

決まりましたが、今回の招致委員会で検討された内容

は、今後の SON 東京の指針を示すものとして、大変有

意義なものだったと思っています。

　また、SON 福岡はきっと、郷土色豊かにすべてのアス

リートを、厚くもてなしてくれるはずです。私たち、皆で

福岡に行きましょう！その日に向けて日々の練習を頑張

りましょう。

「ナショナルゲームを東京に」発起人　喜多洋子

2014 年 夏季ナショナルゲームは福岡で開かれます。

　数年ぶりに、SON東京のホームページが新しくなりま

した。すっきりとしたデザインで、ほしい情報をより簡

単に入手できる構成になったと思います。

　今回のリニューアルは、NPO 法人サービスグラント

のご協力により、ほぼ経費ゼロにて実施できました。

同法人は、日ごろの仕事のスキルを社外で活かす「プロ

ボノワーカー」をコーディネイトする団体であり、今回

のプロジェクトにも、ホームページ作成のプロ数名をプ

ロボノワーカーとして派遣してくれました。もちろん今

後の更新作業は、これまでどおり広報委員会がいたし

ます。リニューアルについての感想やご意見をお寄せ

下さい。またホームページ掲載につきましては、引き

続きご協力のほどよろしくお願いします。

ホームページをリニューアルしました！

　世界的に SO を支援しているコカ・コーラ社。SON

東京では「東京コカ・コーラボトリング株式会社」か

ら、地区大会やウォーク＆ランなどのイベントに、アク

エリアス等の製品をご提供いただいています。

　また最近は、「SO 日本支援自動販売機」の全国展開

に力を注いでいます。自販機を購入者からの「募金

箱」と考え、製品の売り上げの一部を、指定された SO

日本の地区組織へ寄付する、という仕組みです。

　今回、東京での第 1 号機が渋谷区のアスリート西村

隼人さんの自宅前に設置されました。この自販機は、

SON 東京への「募金箱」であり、なおかつ SO の広告塔

にもなるわけです。

　同様に、ご自宅や

勤務先等で自販機

の導入や入れ替え

を検 討されている

方 は、ぜ ひ SON 東

京事務局までお問

い合わせください。

SO 支援型コカ・コーラ自販機が設置されました。
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今 後 の 予 定
◎   8月17日（金） 暑気払い

◎ 10月21日（日） 第 10 回チャリティウォーク&ランフェスティバル（予定）

◎ 11月23日（金） 東京海上スポーツ財団 ボート体験会

◎ 11月24日（土）～ 11月25日（日）
  2012 年第 1 回 SON 関東ブロックボウリング競技会

◎ 12月   7日（金） 感謝の集い

事務局からのお知らせ
SON 東京事務局は 2012 年 8月7日（火）から8月10日（金）まで夏季休
暇をいただきます。
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Update

SON 東京オフィシャル
スポンサー

富士ゼロックス首都圏株式会社

登録 アスリート数：1,354名

正会員数：1,116名
 (2012 年 7 月 20 日現在 )

　毎朝 6 時半、麻紀子の賑やかな声で起こされる。

雨の日も風の日もゴミを捨て、新聞を取って来るの

が日課。家族の洗濯物はアイロンをかけ、手早くた

たんでタンスの中に。私が疲れて先に寝てしまっ

た日、翌朝起きると台所がきれいになっている。「麻

紀ちゃんが片付けました！」麻紀子はもう35 歳。最

近ややテンションが高く、ひとり言が多いのが気に

なるが、日々の生活の中で親の方が助けられている

と思う場面が増えて来た。

　麻紀子は手のかからない赤ちゃんだったが、2 歳

頃には多動で聞き分けがなく育てにくい子に変身。

その後は麻紀子の事件簿の連続で、命の危険も何

度かあった。池に落ちて仮死状態になり人工呼吸

で息を吹き返す。階段からボールのように転がり

落ち顔面お岩のように。6 階のベランダの手すりに

座って鼻歌を歌っていた…等々。

　一番参ったのはパニック。妹が生まれると「赤ちゃ

ん嫌い」と一言。赤ちゃんの泣き声に反応して床で

頭突きをするので、額は紫色に腫れ上がった。大き

な音や突然聞こえる音を怖がり、買い物に行くと「い

らっしゃい！」の声で泣き叫ぶ。遊園地でも縁日で

も泣き叫ぶ。子供達を楽しませようと出かけては、

惨憺たる結果に疲れ果てた私の背中には妹、片手

に泣きじゃくる麻紀子、後ろから兄がとぼとぼ歩い

て帰って来ることが多かった。

　10歳過ぎて「ブーブー風船は嫌だ」と言ったので、

遊園地や縁日でパニックを起こす原因がやっと分っ

た。デパートの肉売り場では曲がったウインナーが

怖い。字の積み木も嫌だ（つ、し、などは曲がってい

る）…理解し難い不思議な感覚…怖くないと教えよ

うとしたが通じず、嫌な物があったら取りあえず避け

るのが一番手っ取り早いのも分かった。大きくなる

につれ「赤ちゃんだから仕方ない」「縁日だからこっ

ちから行こう」と、緊張して冷汗をかきながらも我慢

できるようになった。少しずつ少しずつ色々な事が

身につき始めると、私の心にもゆとりが出て来た。

　本人も辛かったと思うが、パニックに巻き込まれ

る兄妹はたまったものではなく、よく耐えてくれた。

そんな中、私がくじけないように義母がいつも励ま

してくれた。「この子を育てることで、あなた自身も

育っている。色々と苦労することで人の痛みや苦し

みも理解できるようになり、何倍も大きな人間にな

れる」。優しく語りかける義母の言葉は、私の大き

な救いとなった。

　周囲の人に麻紀子に障害がある事を話せるよう

になってからは、気持ちがスーッと楽になった。中

には了見の狭い人もいて嫌な反応が返って来る事

もあるが、最近は大半の人が理解してくれるし、私も

だいぶ肝が据わってきた。

　こんな麻紀子だが、2 年前、オーケストラでバイオ

リンを弾くという長年の夢がついに叶った。「コバ

ケンとその仲間たちオーケストラ」。喜んで参加し

たものの練習は厳しく、楽譜を見ずに曲を聴いて覚

えて弾く麻紀子には、主旋律でなく自分のパートを

演奏するのがとても難しかった。指揮者の指示が

十分理解できない上、難しい所はなかなか覚えられ

ず、端で見ていて気が気でなかった。最初の頃は雑

音も出したと思うが、コバケンさんや仲間オケの皆

さんが根気良く付き合って下さった。本番、満場の

ＮＨＫホールの大舞台。緊張の中、

幕が上がる。最後まで間違えずに

演奏し終えた時には、今までの苦労

が走馬灯のように思い出され感無

量だった。

　これからも「うさぎとカメ」のカメ

さんの様に、一歩一歩歩んで行こう。

●広報委員会より
　「トライアングル・ストーリー」は、前号の第 22 回を持って終

了いたしました。

　引き続き今号からは、新企画「ホップ・ステップ・ジャンプ」が

始まります。内容は、アスリートが成長するまでのご家族の経

験譚。若いアスリートのご家族やボランティアに、少しでも参

考になったらと思います。登場したい、させたい方がいました

ら、ぜひ、事務局までご連絡ください。

お母さん起きて下さい。
ゴミ捨てに行って来ます

麻紀子さんと母親の由美子さん

田口麻紀子さん● 1977 年生まれ　1994 年に SO 入会。
参加プログラム：アルペンスキー、水泳、卓球、合唱、絵
画、アスリート会

アスリート：田口麻紀子さん　母：田口由美子さん

法 人 ・ 団 体 ・ 個 人 会 員 募 集 中
SON東京の活動は、法人・団体および個人の皆様からの会費
と寄付金によってまかなわれています。

入会金 ： 5,000円　 年会費 ： 5,000円
（一口)年 ： 3,000 円〜

郵便振込口座 ： 00140-1-723232
※便利な口座振替をご用意しています。
※法人・団体会員については、事務局までお問い合わせください。

賛助会員

正 会 員
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