
開会式　港区長の歓迎あいさつ

交流会　チーム対抗ゲーム・綱引き 交流会　みんなでダンス
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隔年開催となっているSON・東京夏季地

区大会が、6月の1、8、22、29日の4日

間に渡り開催されました。創立20周年記念

ということもあり、13回目となる今回は、開

会式を実施した港区スポーツセンターをは

じめ、競技ごとに開催会場を分散させるとい

う初の試みに挑みました。

　1日(日)の開会式には、東京都オリンピッ

ク・パラリンピック準備局スポーツ推進部

長・早崎道晴氏や港区長・武井雅昭氏、港区

教育委員会委員長・綱川智久氏など多くの

来賓が臨席。地域との連携強化を掲げた今

年度の活動方針にも合致する、賑々しい式

典となりました。

　また、開会式後には、創立20周年記念交

流会が行われました。20年を振り返った

DVDの上映、未来に向けたメッセージ、アス

第13回夏季地区大会
日　程 種　目 会 　場

6月1日（日） バスケットボール、バドミントン、MDP 港区スポーツセンター

6月8日（日）

バスケットボール、水泳競技 港区スポーツセンター

陸上競技、卓球 東京都障害者総合スポーツセンター

テニス　 昭和の森テニスセンター

バレーボール 国立オリンピック記念青少年総合センター

6月22日（日）
サッカー　　　　　　　　　 アメリカンスクール・イン・ジャパン

体操競技 日本体育大学東京・世田谷キャンパス

6月29日（日） ボウリング 東京ポートボウル

開会式　選手宣誓

開会式　入
場行進

交流会　チア
パフォーマンス

リートからコーチへ感謝を込めたメッセージ

が読み上げられ、芝浦Angelsのチアパフォー

マンス、みんなでダンス、チーム対抗の綱引

きやバケツリレーで盛り上がりました。

　各競技の日程、開催会場は以下の別表の

とおりです。毎年、大きな懸案事項である天

候については、テニスを屋内コートで実施す

ることで解決。陸上競技とサッカーは、雨中

にもかかわらず競技を強行しましたが、どち

らもアスリートたちの熱気が天候に勝り、だ

れもが日頃の練習の成果を思う存分発揮で

きました。

「第13回夏季地区大会」＆
「創立20周年記念交流会in みなと」を開催！
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昭和の森テニスセンター 国立オリンピック記念青少年総合センター

アメリカンスクール・イン・ジャパン

東京ポートボウル

日本体育大学東京・世田谷キャンパス

港区スポーツセンター

港区スポーツセンター

東京都障害者総合スポーツセンター

６
月
１
日（
日
）

６
月
８
日（
日
）

６
月
22
日（
日
）

６
月
29
日（
日
）

バドミントン  個人競技

バスケットボール  Div1

ＭＤＰ 記念撮影

陸上  1500ｍ

テニス  シングルス

サッカー 東京 S対千葉

ボウリング  見事なスロー

陸上  ソフトボール投げ

テニス  個人競技

サッカー  東京チーム

ボウリング  聖火点灯

卓球  シングルス

バレーボール  個人競技

体操競技  ゆか

卓球  表彰式

バレーボール  個人競技

体操競技  記念撮影

水泳  クロール

ＭＤＰ ケンケンパ

バスケットボール  Div2

バスケットボール（個人・ジュニア）

水泳  背泳ぎ

20周年の
人文字
（交流会にて）
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「ジャムコ」は、機内食を提供する航空機用ギャ
レー（厨房設備）や、ラバトリー（化粧室）など
を製造する会社です。世界でのシェアは30～
50％。ボーイングの最新型旅客機787をはじ
め多くの機体に搭載されています。川東勉也さ
んは、ジャムコグルーブの特例子会社「オレンジ
ジャムコ」で働いています。

▶ まじめに勤続15年
　立川駅から多摩都市モノレールで一つ、高松

駅前のジャムコ航空機内装品カンパニーの工

場群の中に、オレンジジャムコがあります。設立

は1999年。障害のある社員10名でスタートし

ました。川東さんは1期生で勤続15年。その

ときの仲間7名が今

も働き続けている（2

名が結婚退職、1名が

退職）、とても定着の

よい会社です。

　20名に増えた社員

はオレンジの作業帽

が目印。清掃やごみ

処理などを行うメン

テナンス課、ギャレー

の運搬などをするロジスティック課があります。

川東さんはメンテナンス課に所属しています。

　三代目社長の佐藤直司さん、総務課次長の神

山幸夫さんは最近着任しましたが、同じ敷地内で

勤務していたので、以前から川東さんのことはよ

く知っていたそうです。「オレンジジャムコの中

で、一番有名。『○○さん、おはようございます』

と大きな声であいさつするので、係長以上はみ

んな知っているはず」と佐藤さん。神山さんは、

「自分のできる範囲で集中して仕事をしていま

すよ」と話してくれました。

▶ 会社もスペシャルの活動も、大好き!
　オレンジジャムコでは、バーベキュー大会、社

内旅行、忘年会など、社員全員で楽しむイベント

を行っています。佐藤さんは「社員が10名だっ

た時代はファミリーのような会社でしたが、ここ5

年は毎年のように新しい人が入り、人数が増えて

会社組織として動かなければならなくなったの

で、社員は厳しくなったと感じているかもしれま

せん」と話します。

　川東さんは、朝は可燃物・不燃物のごみ集め、

続いてフロアや階段、手すりなどの清掃、外の掃

除と、次々と業務をこなしています。作業を見守

るメンテナンス課課長の高橋幸一さんは、「作業

中には大きな声で話さないように」、「先輩とし

て、悪い手本になってはいけない」など注意して

いるそうですが、「任せた仕事は、まじめに一生

懸命にやる」と評価しています。

　川東さんは、会社が大好きです。「安全に気

をつけています。いい会社で、楽しいです。み

んな優しい。仲間と協力して、うまくやっていま

す」

　男性7人、女性1人のグループホームで生活

し、休日はSON・東京のボウリングや卓球のプ

ログラムに参加するほか、映画を見たり、近くの

プールで泳いだり……。母の日、父の日、両親の

誕生日などには、実家に顔を出しています。

　「スペシャルの活動も大好きです。親孝行も

しています。ずっと働き続けたいです」

　これからも1期生として、後輩たちのお手本と

なるように頑張ってくださいね。(ボウリング、卓

球プログラムに参加)

働くアスリートたち

川東さん（中央）と、上司の神山さん（右）、高橋さん（左）床をきれいに

WORKING
ATHLETES 川

かわひがしかつや

東勉也さん（34歳）第21回
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プロのカメラマンがとらえたアスリートたちの「とっておき」の姿が、本格的

な画廊にてお披露目されます(一部販売もあり)。詳細については事務局

まで、またはホームページ(http://www.son-tokyo.or.jp) をご覧下さい。

■8月23日（土）～29日（金）11時～19時（土日は17時まで）
■ぎゃらりーシムコ／中央区日本橋人形町2-33-6

　TEL.03-6667-7088

　日比谷線・都営浅草線 人形町駅／都営新宿線 浜町駅 徒歩約5分

これまでSON・東京を支えてきたすべての皆様への感謝と、次世代に向け

た意気込みを表します。

詳細については、別冊のご案内をご覧ください。

■11月16日（日）12時～15時
■目黒雅叙園／東京都目黒区下目黒1-8-1

　TEL.03-3491-4111　

　目黒駅（JR山手線、東急目黒線、地下鉄南北線・三田線）徒歩約3分

毎年恒例のイベントが、今年も会場を移して開催されます。いつも支援し

てくれている企業・団体の方々とアスリートがふれあう絶好の機会。

詳細については別途ご案内します。

■10月19日（日）9時～16時30分（予定）
■午前の部／駒沢オリンピック公園ジョギングコース

■午後の部／日本体育大学東京・世田谷キャンパス

詳しくはSON・東京のHPにて。

http://www.son-tokyo.or.jp/support/donate.html

4月16日(水)鳩山会館にて「天満敦子チャリティコンサート」が開催
されました。約80名の方にご参加いただき、コンサート実行委員会
より465,000円が寄付されました。

“SPIKE”というシステムを利用することで、

クレジットカードでお手軽にご寄付いただけます。

鳩山邸チャリティコンサート

記念写真展

あなたの「アスリート」に会いましょう！
20創立 周年

記念事業

記念式典

ありがとう。今日まで、そして明日からも。
20創立 周年

記念事業

第12回

チャリティウォーク＆ランフェスティバル2014
20創立 周年

記念事業
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今 後 の 予 定

事務局からのお知らせ     SON・東京事務局は2014年8月11日（月）から15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

登録 アスリート数：1,487名
正会員数：1,023名
 （2014年6月30日現在）

　我が家の次男は30歳で三男は29歳です。
2人とも重い知的障害をともなう自閉症があ
ります。兄弟でもそれぞれの性格や好み、そ
して障害の特徴も違います。
　2人とも3歳の頃に自閉症の診断を受けま
した。当時、医師には次のようなことを言わ
れました。「本人たちの人格を大切にしてく
ださい。自閉症であっても本人なりの成長
があります。本人が理解できないと思っても
簡潔に説明してあげることが大切です」。そ
の意味は、日常生活、療育や教育の場、スペ
シャルオリンピックスなどでの様々な方々と
の関わり合いの積み重ねの中で理解できる
ようになりました。
　彼らの幼児期や学齢期は、親にとり、困っ
たことだらけでした。言葉の理解と言葉によ
るコミュニケーションが難しいために、自分
たちがおかれている状況を理解できなくパ
ニックになってしまうことが多くありました。
また、同年代の子どもと比較すると出来ない
事もたくさんありました。
　その時期に、休暇の度に息子たちと同じ年
頃の子どもが4人いる友人の家族と旅行を
したり、互いの家に泊まったりしていました。
友人には、子育ての大変さは障害があっても
無くても変わらず、息子たちは彼らなりに成

長していると言われましたが、納得はできま
せんでした。しかし、少しずつですが、障害
があってもなくても子育ては一筋縄ではいか
なく、大変な労力が必要であることが分かっ
てきました。そして、ゆっくりですが、2人の
息子たちも本人なりにできることが増えてい
ました。
　障害の特徴や発達の様子は、兄弟でも違
います。生涯にわたり本人の発達にあった
関り合い、本人のもっている良い面や強みを
生かすような工夫が日常生活では必要です。

これは障害についての専門的な知識がない
親には難しいことです。幸いに息子たちに
障害があると分かった時から、自閉症を専門
とする心理や教育の専門家に生活上で困っ
たことを相談することができました。相談を
しても、必ずしも問題が解決するわけではあ
りません。しかし、相談を通して本人の気持
や状態を理解することにより、前向きな生活
への糸口を見出すことができます。
　20年程前からスペシャルオリンピックス
のプログラムに息子たちは参加しています。
当時の息子たちとの生活は大変でした。コー
チやファミリーの方々の、息子たちへの「一
緒にプログラムに参加して楽しかった」、「ま
た、一緒にスキーしようネ」、「上手いね」とい
う言葉は嬉しかったです。それは、本人との
関りが障害ありきからスタートしていなかっ
たからです。息子たちを障害のある息子とし
てではなく、運動を楽しむ、頑張る息子として
とらえるきっかけとなりました。
　このように、息子たちは生活のあらゆる場
面で様々な方々に支えられ、新しい出会いを
重ねながら、暮らしています。このような生
活を通して、本人らしい家族からの自立につ
ながってゆくことを願っています。

本人らしい自立を願って

野口栄太さん●1984年生まれ。
野口雄平さん●1985年生まれ。
ともに、1994年にSON・東京に入会。
参加プログラム:体操競技、アルペンスキー

兄：栄太さん（左）、母：美加子さん（中央）、弟：雄平さん（右）

アスリート ： 野口栄太さん(兄)、野口雄平さん(弟)　母:野口美加子さん

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

お問い合わせ・お申し込みは
SON・東京事務局まで。活動に関心のあるアスリート募集中です。

◎   8月19日（火） インターバンクボウリング大会
◎   8月23日（土）～29日（金）創立20周年記念写真展
◎   8月26日（火）  暑気払い
◎   9月   7日（日） 半井 清チャリティボウリング
◎   9月20日（土）～21日（日）目黒区交流事業「バスケットボール」（仮称）
◎   9月23日（火・祝） 救命救急講習
◎   9月27日（土）  三井物産・森林体験教室
◎10月10日（金） チャリティコンサート
◎10月19日（日） 第12回チャリティウォーク&ランフェスティバル2014

◎10月31日（金） UBSボウリングイベント
◎11月   1日（土）～3日（月・祝）2014年第6回スペシャルオリンピックス日本
 　　　　　  夏季ナショナルゲーム・福岡

◎11月10日（月） チャリティゴルフ大会

◎11月16日（日） SON・東京創立20周年記念式典

◎12月19日（金）  新生銀行クリスマスパーティー（予定）

ホ ッ プ ス ジ
テ ャッ

プ
ン
プ
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www.facebook.com/specialolympicsnippontokyo
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