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Update

登録 アスリート数：1,818名

正会員数：1,018名
 （2019 年 6 月 30 日現在）

里咲は、都内の福祉作業所に勤め始めて4 年
目になります。 現在 21 歳です。 妊娠中、

出産時ともに問題ありませんでしたが、生後 6ヶ
月頃から、上の子の時の発育と比べて表情の乏し
さ、1 歳過ぎてから発語の遅さと、家の中で家具
や家電に足場があれば登って目が離せないこと
が気になっていました。2 歳くらいの時には明ら
かに言語発達の遅れと多動が心配になり、保健
所に相談に通っていました。ある日、急に言葉が
出てくるかもしれない。分かってくれば、めちゃく
ちゃに動き回るのが収まるかもしれない。という
希望と大きな不安に揺れていました。
　3 歳で自閉症の診断が出ました。自閉症では
ないかと予想はしていましたが、診断を受けてや
はり障害児だったのかと思うと、希望が断ち切ら
れたようで目の前が真っ暗になりました。その
一方で原因がはっきりして納得もしました。とに
かく育てていくしかない、と強く思いました。今ほ
ど情報が得やすい時代ではなく、インターネット
が家庭にも普及しつつありましたが、まだまだ情
報は本と療育施設などから人づてに収集してい
ました。
　それからほぼ毎日、早期療育施設に親子で通
いました。不安で涙が出てしまうこともしばしば
ありましたが、先生方が私たち親子に寄り添い支

えて下さいました。次に考えなければならなかっ
たのは、幼稚園、学校のことです。初めは、横浜
市で療育施設に週 3日、幼稚園に週 2日加配の先
生を付けていただき、並行して通園していました
が、自閉症児の一貫教育を受けさせたいと思い、
東京に引っ越し、幼稚園から高校卒業まで私立の
学園に通わせました。
　スケートリンクに初めて連れて行ったのは、5歳

でした。当時は、スケートリンクやホールなどの
大型の施設には、施設入口手前から怖がって大
泣きして入れませんでした。2 回目は小学 1 年生
の時の小学校スケート教室です。先生方やお友
達とリンクに入れて驚きました。
　小学 3 年生の時に SON・東京のスピードスケー
トのプログラムに初めて参加しました。学校の
先輩たちが多く参加されていたからです。5 年生
の時に、フィギュアスケートのプログラムが再開
されると、諏訪さんからお声掛けをいただき、女
の子なので喜んで参加させていただくことにしま
した。初回の赤坂サカスのリンクで転び、悔しく
てしばらくリンクに寝転んだままで杉田コーチを
困らせてから、はや 11 年お世話になっておりま
す。今となっては、SO のフィギュアスケートプロ
グラムは里咲の生活の一部で、寒い日も朝早くに
起き、張り切って練習に通っています。夏合宿や
全国大会、コーチやファミリーとの交流も私たち
家族の大きな楽しみになっております。
　温かく熱心に指導して下さるコーチをはじめ細
やかに見守るファミリー、SO の活動を支える皆さ
まには、いつもお世話になり大変感謝しておりま
す。また、障害児を育ててみて気づかされたこと
も多くあり、里咲を通しての出会いも沢山ありま
した。今では大変ありがたく思っております。

里咲のおかげで多くの気づき
と出会いに恵まれました

前原里咲さん●1997年生まれ　2005年 SON･ 東京入会
参加プログラム／フィギュアスケート

アスリート： 前原里咲さん　母：前原かおりさん

今 後
の

予 定

　桜も満開に近づいた 4 月 6 日 ( 土 )、2 年に一度の「スペシャ
ルオリンピックス日本・東京冬季地区大会」が、今年も江戸
川区の全面協力のもと、同区スポーツランド（氷上競技）及
び総合体育館（フロアホッケー）にて開催されました。
　スポーツランドで行われた開会式には、江戸川区の山本敏
彦副区長、江戸川区 SON・東京を応援する会の岩倉利枝様
をはじめ、多くの来賓の方々にご参列いただき、和やかな中
にもスペシャルオリンピックスの正式な大会であることを示す
に相応しいビッグイベントの雰囲気となりました。
　一方、総合体育館で行われたフロアホッケーには、神奈川、
千葉、 埼玉、 山梨、 茨城の地区組織のほか、 葛飾区のミニ
バスチーム「きさらぎ Jr.」が参加。通常の試合とともに、ユ
ニファイド・ゲームや個人技能コンテストを実施したことで、
多くのアスリートが大会を楽しむことができました。
　今大会は特に、大会名横断幕、開会式や表彰式の背景を
飾るバックボード、さらには表彰用の金銀銅メダルと木製メ
ダ ル つきリボンが、 マ ーケティングスポンサ ー の 株 式 会 社
NHK ビジネスクリエイトより寄贈されました。このように多く
の方々の協力もあり、アスリートたちも日頃の練習の成果を

　　　　　　　　　　　　  存分に発表発揮できたようです。
各競技結果は、ホームページをご覧ください。
　ちなみに本大会は、来年 2 月 21 ～ 23 日に開催される「2020
年第 7 回スペシャルオリンピックス日本冬季ナショナルゲー
ム・北海道」の予選も兼ねています。アスリート選考はこれ
からですが、来年の全国大会も楽しみにお待ちください。

事務局からのお知らせ 8 月 13 日（火）～ 16 日（金）まで、事務局は夏季休暇をいただきます。

ホ ッ プ ス ジ
テ ャッ

プ
ン

プ

Vol.22

www.facebook.com/specialolympicsnippontokyo

  9月   9日（月） チャリティゴルフ( 我孫子ゴルフ倶楽部 )
10月   2日（水） チャリティコンサート( 紀尾井ホール )
10月   5日（土）～6日（日） みなと区民まつり( 芝・増上寺 )
10月13日（日） 雑居まつり( 世田谷区羽根木公園 )

第6回 スペシャルオリンピックス日本・東京 冬季地区大会

今回は江戸川区にて3つの競技を実施

10月20日（日）　　  第17回ウォーク＆ランフェスティバル ( 東京海洋大学 )
11月   4日（月・祝）　スポーツde 障がい者交流会 (目黒区八雲体育館 )
12月13日（金）　　  新生銀行クリスマスパーティ( 中央区日本橋 )

144

聖火の最終ランナーは、松尾拓海さん（フィギュアスケート）　

選手宣誓。溜田貴彦さん ( 左・フィギュアスケート)と吉原里音さん ( 右・スピードスケート)　

スピードスケートのデッドヒート　 フロアホッケーの熱戦。SON・東京 ( 赤 )、鉄壁のディフェンス　

フィギュアスケート競技の最後を飾った齊藤初音さん　

株式会社クラフティは、OA機器＆映像・音響機器の全国レンタル・リースの他、クラウドサービス、アプリ開発、撮影/配信
スタジオ・Cafe運営・スクールリノベーション、ドローンスクールなど、さまざまな分野で万全のビジネスサポートを行う企業です

木製メダルつきリボンは、
知的障害のある人たちが働く
会社が製作
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第7回 スペシャルオリンピックス日本・東京 文化プログラム合同発表会

7つの文化プログラムが、2年間の練習の成果を発表

青山学院高等部の生徒とユニファイド・バレーボールを開催（6/21、22）

　小雨交じりの 6 月 29 日 ( 土）、「第 7 回文化

プログラム合同発表会」が国立オリンピック

記念青少年センター・小ホールにて開催さ

れました。 今回の発表会は 2 部構成で、前

半にダンス、Let’s Play ＆ Sing !、絵画、木彫

りの 4 プログラム、後半にアスリート会と合

唱の 2 プログラムが、それぞれ工夫を凝らし

た発表を行いました。

　幕開けはダンス。今年度から新しく、「パ

フォーマンス・チア」に生まれ変わりました。

練習をサポートして下さる日本チアダンス

協会の皆さんと、音楽に合わせて踊る「ポン

ダンス」を披露しました。

　2 番 目 の 登 場 は、Let’s Play ＆ Sing!。 伝

えることに 勇 気 を 持って

挑 戦 するアスリートたち

の 姿 が、観る人 の 心 に 感

動と勇気を与えてくれまし

た。

　 続 いての 絵 画と木 彫り

は、展 示スペ ースに 作 品

を飾り、ステージでは各自

の作品について紹介しま

した。 絵 画プログラムの

テーマは「海」。生き物た

ちが自由にのびのびと泳

　梅雨空の下、渋谷に
ある青山学院高等部の

体育館にて、ユニファイド形式のバレーボー
ル・プログラムを実施しました。また、前日に
はプログラムに参加しない生徒も含め、知的
障害やスペシャルオリンピックスの活動につい
てのティーチ・イン（討論会）も行いました。い
ずれも、参加者 40 名超という大盛況でした。

そもそも今回の企画が実現したのは、同校
生徒の谷ひかりさんの熱い思いがきっかけで
した。彼女はアメリカの高校へ留学していた
とき、現地の友人に誘われてスペシャルオリン
ピックスのユニファイド・プログラム（バスケッ
トボール ) に参加。非常に得がたい経験をし
たことをティーチ・イン当日の朝、全校生徒の
前で発表してくれました。そのスピーチの中

で彼女は、次のように話しました。
「シュートが入ったら互いに喜んで、入らな

かったら応援しあい、障害のあるなしに関わら
ずみんなで仲良くなることができました。この
クラブに入って一番嬉しかったことは、普段う
まく話すことができず、少しの単語しか言えな
いジョーイという男の子がシーズンの終盤に
私の名前を覚えて、呼んでくれたことです」

さらに彼女は、障害のある人たちと一緒に
学ぶ「コミュニティークラス」という授業にも出
席。知的障害のある人たちへの思いを深くし
ました。

「私はアメリカでの経験で彼らと友達にな
り、彼らは努力家であり、優しい心の持ち主だ
と思いました。そして彼らは、障害ではなく、
時間が私たちより必要なだけで、私たちと同じ

価値のある存在であると思いました」
こうした彼女の熱い思いが先生たちに伝わ

り、学校を動かし、SON・東京との連携につな
がっていったのです。

ダイバーシティ（多様性）、多文化共生…巷で
はいろいろなスローガンが叫ばれていますが、
10 代の一人の高校生の熱い思いと行動力の
ほうが、実は多くの人々を動かすきっかけにな
るのではないかと痛感し
ました。 非 常 に 貴 重 な
機会を作ってくれた谷さ
ん、青山学院高等部の先
生と生徒の皆さんに、心
より感謝いたします。

スポーツボランティア・リーダー養成研修会の様子

学内掲示板に参加者募集のポスターが！

ユニファイド形式でのゲームも楽しみました アスリートたちと同レベル（?!）の生徒も多く参加してくれました

企画を実現させた
谷ひかりさん

練習後には学内のカフェテリアで交流会も

「スポーツボランティア養成」の
取り組みに着手

　SON・東京は、今年から NPO 法人日本ス
ポーツボランティアネットワーク（JSVN）の
正会員となり、同法人の運営する「スポーツ
ボランティア養成プログラム 」に関する研修
会を主催することとなりました。

この養成プログラムは、「スポーツボラン
ティアのやりがいや楽しみ方を知ること」か
ら「ボランティア組織のサポート知識」まで、
4 つの研修プログラムで構成されています。
基礎となる ｢スポーツボランティア研修会｣
を修了した人たちが、「スポーツボランティ
ア・リーダー養成研修会」、｢スポーツボラン
ティア・上級リーダー養成研修会｣、｢スポー
ツボランティア・コーディネーター養成研修

ぎまわる海の世界が、大きなスクリーンに再

現されました。

　木彫りのテーマは、「がんばっている自分

にメダルをかけてあげよう！」。仕事や勉強、

スポーツや音楽、もちろん木彫りも！　努力

している自分にかけてあげたいメダルを作

り、インタビュー形式で発表しました。

　休憩前には、ホワイエでの写真展示のみ

となったバレエ・エクササイズについて、主

任コーチの岡本るみ子さんから活動の紹介

がありました。

　 休 憩 後 は、アスリート会 からスタートで

す。社会生活における自立をめざし、様々な

活動に取り組んでいる活動様子を作文にま

とめ、アスリート自身が読み上げました。口

の開け方や発声の練習もしたそうで、その

成果がはっきりと見てとれました。

　トリを飾ったのは、合唱プログラム。今回

は 「アレルヤ」と「オー・ソーレ・ミーオ」の 2

曲を披露しましたが、特にオリジナルの訳詞

という「オー・ソーレ・ミーオ」は圧巻の歌声

でした。

　SON・東京の創立 25 周年記念でもあった

今回の発表会。アスリートは、ボランティア

や観客の皆さんの応援を力に変え、それぞ

れの輝きを披露してくれました。ご協力、ご

観覧いただきました皆様に、あらためてお

礼を申し上げます。

会｣と、ステップ・アップしていきます。
　第一弾として、5 月 19 日 ( 日 )、東京リゾー
ト＆スポーツ専門学校にて、「 スポーツボラ
ンティア・リーダー養成研修会」を開催しま
した。ボランティア・リーダーに必要な「概
論・理論・実技」を学び、一般ボランティアと
共に楽しく充実した活動をするためのリー
ダーシップを身 に 付 けるプログラムで す。
すでに様々なスポーツボランティアを経験
された方も多く、ボランティアに対する熱い
思いと向上心にあふれていました。
　第二弾は 6 月 30 日（日）、基礎研修の「ス
ポーツボランティア研修会」です。 東京リ
ゾート＆スポーツ専門学校の学生が授業の
一環として参加したこともあり、139 名 (うち
一般参加者 23 人 )という大人数での開催で
した。参加者からは、「今後、様々な活動に
積極的に取り組んでいきたい」という声が多
く聞かれました。

SON・東京では今後も引き続き、スポーツ
ボランティア養成プログラムの各種研修会
を開催し、活動を支えるボランティアの確保
と育成に取り組んでいきます。 多くの方々
の参加をお待ちしています。

ダンス・プログラムが
「チアダンス」に！

　1 年以上休止していたダンス・プログラム
が、「パフォーマンス・チア」に取り組むという
新たな形で再スタート。早くも6月29日の「第
7回文化プログラム合同発表会」にて、元気あ
ふれるダンスを披露してくれました。

パフォーマンス・チアは、スポーツする人た
ちを応援するチア・リーディングのうち踊りの
部分に特化。①ポンポンを持って踊るポン
ダンス②ラインダンス③ジャズダンス④ヒッ
プホップという4 種類を組み合わせたもので
す。SO 国際本部が今年、「コンペティション・
チア」を準公式競技として認定したこともあ
り、今後は世界各地の SO 組織でも、チアに対
する興味は高まっていくことでしょう。

プログラムには、日本チアダンス協会のイ
ンストラクターの皆さんがボランティアとし
て参加しており、とても充実した内容になっ
ています。知的障害のないパートナー、ボラ
ンティア、男女を問わずだれでも参加できま
す。興味のある方は、事務局までご連絡くだ
さい。

ダンス　

Let’s Play ＆ Sing !

　アスリート会　

司会の岩崎羽奈さんと加藤抄弥くん　

ボランティアのみなさん

　合唱　

　木彫り　　絵画　
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挑 戦 するアスリートたち

の 姿 が、観る人 の 心 に 感

動と勇気を与えてくれまし

た。

　 続 いての 絵 画と木 彫り

は、展 示スペ ースに 作 品

を飾り、ステージでは各自

の作品について紹介しま

した。 絵 画プログラムの

テーマは「海」。生き物た

ちが自由にのびのびと泳

　梅雨空の下、渋谷に
ある青山学院高等部の

体育館にて、ユニファイド形式のバレーボー
ル・プログラムを実施しました。また、前日に
はプログラムに参加しない生徒も含め、知的
障害やスペシャルオリンピックスの活動につい
てのティーチ・イン（討論会）も行いました。い
ずれも、参加者 40 名超という大盛況でした。
　そもそも今回の企画が実現したのは、同校
生徒の谷ひかりさんの熱い思いがきっかけで
した。彼女はアメリカの高校へ留学していた
とき、現地の友人に誘われてスペシャルオリン
ピックスのユニファイド・プログラム（バスケッ
トボール ) に参加。非常に得がたい経験をし
たことをティーチ・イン当日の朝、全校生徒の
前で発表してくれました。そのスピーチの中

で彼女は、次のように話しました。
　「シュートが入ったら互いに喜んで、入らな
かったら応援しあい、障害のあるなしに関わら
ずみんなで仲良くなることができました。この
クラブに入って一番嬉しかったことは、普段う
まく話すことができず、少しの単語しか言えな
いジョーイという男の子がシーズンの終盤に
私の名前を覚えて、呼んでくれたことです」
　さらに彼女は、障害のある人たちと一緒に
学ぶ「コミュニティークラス」という授業にも出
席。知的障害のある人たちへの思いを深くし
ました。
　「私はアメリカでの経験で彼らと友達にな
り、彼らは努力家であり、優しい心の持ち主だ
と思いました。そして彼らは、障害ではなく、
時間が私たちより必要なだけで、私たちと同じ

価値のある存在であると思いました」
　こうした彼女の熱い思いが先生たちに伝わ
り、学校を動かし、SON・東京との連携につな
がっていったのです。
　ダイバーシティ（多様性）、多文化共生…巷で
はいろいろなスローガンが叫ばれていますが、
10 代の一人の高校生の熱い思いと行動力の
ほうが、実は多くの人々を動かすきっかけにな
るのではないかと痛感し
ました。 非 常 に 貴 重 な
機会を作ってくれた谷さ
ん、青山学院高等部の先
生と生徒の皆さんに、心
より感謝いたします。

スポーツボランティア・リーダー養成研修会の様子

学内掲示板に参加者募集のポスターが！

ユニファイド形式でのゲームも楽しみました アスリートたちと同レベル（?!）の生徒も多く参加してくれました

企画を実現させた
谷ひかりさん

練習後には学内のカフェテリアで交流会も

「スポーツボランティア養成」の 
取り組みに着手

　SON・東京は、今年から NPO 法人日本ス
ポーツボランティアネットワーク（JSVN）の
正会員となり、同法人の運営する 「スポーツ
ボランティア養成プログラム 」に関する研修
会を主催することとなりました。
　この養成プログラムは、「スポーツボラン
ティアのやりがいや楽しみ方を知ること」か
ら「ボランティア組織のサポート知識」まで、
4 つの研修プログラムで構成されています。
基礎となる ｢スポーツボランティア研修会｣
を修了した人たちが、「スポーツボランティ
ア・リーダー養成研修会」、｢スポーツボラン
ティア・上級リーダー養成研修会｣、｢スポー
ツボランティア・コーディネーター養成研修

ぎまわる海の世界が、大きなスクリーンに再

現されました。

　木彫りのテーマは、「がんばっている自分

にメダルをかけてあげよう！」。仕事や勉強、

スポーツや音楽、もちろん木彫りも！　努力

している自分にかけてあげたいメダルを作

り、インタビュー形式で発表しました。

　休憩前には、ホワイエでの写真展示のみ

となったバレエ・エクササイズについて、主

任コーチの岡本るみ子さんから活動の紹介

がありました。

　 休 憩 後 は、アスリート会 からスタートで

す。社会生活における自立をめざし、様々な

活動に取り組んでいる活動様子を作文にま

とめ、アスリート自身が読み上げました。口

の開け方や発声の練習もしたそうで、その

成果がはっきりと見てとれました。

　トリを飾ったのは、合唱プログラム。今回

は 「アレルヤ」と「オー・ソーレ・ミーオ」の 2

曲を披露しましたが、特にオリジナルの訳詞

という「オー・ソーレ・ミーオ」は圧巻の歌声

でした。

　SON・東京の創立 25 周年記念でもあった

今回の発表会。アスリートは、ボランティア

や観客の皆さんの応援を力に変え、それぞ

れの輝きを披露してくれました。ご協力、ご

観覧いただきました皆様に、あらためてお

礼を申し上げます。

会｣と、ステップ・アップしていきます。
　第一弾として、5 月 19 日 ( 日 )、東京リゾー
ト＆スポーツ専門学校にて、「 スポーツボラ
ンティア・リーダー養成研修会」を開催しま
した。ボランティア・リーダーに必要な「概
論・理論・実技」を学び、一般ボランティアと
共に楽しく充実した活動をするためのリー
ダーシップを身 に 付 けるプログラムで す。
すでに様々なスポーツボランティアを経験
された方も多く、ボランティアに対する熱い
思いと向上心にあふれていました。
　第二弾は 6 月 30 日（日）、基礎研修の「ス
ポーツボランティア研修会」です。 東京リ
ゾート＆スポーツ専門学校の学生が授業の
一環として参加したこともあり、139 名 (うち
一般参加者 23 人 )という大人数での開催で
した。参加者からは、「今後、様々な活動に
積極的に取り組んでいきたい」という声が多
く聞かれました。
　SON・東京では今後も引き続き、スポーツ
ボランティア養成プログラムの各種研修会
を開催し、活動を支えるボランティアの確保
と育成に取り組んでいきます。 多くの方々
の参加をお待ちしています。

ダンス・プログラムが 
「チアダンス」に！

　1 年以上休止していたダンス・プログラム
が、「パフォーマンス・チア」に取り組むという
新たな形で再スタート。早くも6月29日の「第
7回文化プログラム合同発表会」にて、元気あ
ふれるダンスを披露してくれました。
　パフォーマンス・チアは、スポーツする人た
ちを応援するチア・リーディングのうち踊りの
部分に特化。①ポンポンを持って踊るポン
ダンス②ラインダンス③ジャズダンス④ヒッ
プホップという4 種類を組み合わせたもので
す。SO 国際本部が今年、「コンペティション・
チア」を準公式競技として認定したこともあ
り、今後は世界各地の SO 組織でも、チアに対
する興味は高まっていくことでしょう。
　プログラムには、日本チアダンス協会のイ
ンストラクターの皆さんがボランティアとし
て参加しており、とても充実した内容になっ
ています。知的障害のないパートナー、ボラ
ンティア、男女を問わずだれでも参加できま
す。興味のある方は、事務局までご連絡くだ
さい。

ダンス　

　　　　　　　　　　　　Let’s Play ＆ Sing !

　アスリート会　

司会の岩崎羽奈さんと加藤抄弥くん　

ボランティアのみなさん　

　合唱　

　木彫り　　絵画　
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Update

登録 アスリート数：1,818名

正会員数：1,018名
 （2019 年 6 月 30 日現在）

里咲は、都内の福祉作業所に勤め始めて4 年
目になります。 現在 21 歳です。 妊娠中、

出産時ともに問題ありませんでしたが、生後 6ヶ
月頃から、上の子の時の発育と比べて表情の乏し
さ、1 歳過ぎてから発語の遅さと、家の中で家具
や家電に足場があれば登って目が離せないこと
が気になっていました。2 歳くらいの時には明ら
かに言語発達の遅れと多動が心配になり、保健
所に相談に通っていました。ある日、急に言葉が
出てくるかもしれない。分かってくれば、めちゃく
ちゃに動き回るのが収まるかもしれない。という
希望と大きな不安に揺れていました。
　3 歳で自閉症の診断が出ました。自閉症では
ないかと予想はしていましたが、診断を受けてや
はり障害児だったのかと思うと、希望が断ち切ら
れたようで目の前が真っ暗になりました。その
一方で原因がはっきりして納得もしました。とに
かく育てていくしかない、と強く思いました。今ほ
ど情報が得やすい時代ではなく、インターネット
が家庭にも普及しつつありましたが、まだまだ情
報は本と療育施設などから人づてに収集してい
ました。
　それからほぼ毎日、早期療育施設に親子で通
いました。不安で涙が出てしまうこともしばしば
ありましたが、先生方が私たち親子に寄り添い支

えて下さいました。次に考えなければならなかっ
たのは、幼稚園、学校のことです。初めは、横浜
市で療育施設に週 3日、幼稚園に週 2日加配の先
生を付けていただき、並行して通園していました
が、自閉症児の一貫教育を受けさせたいと思い、
東京に引っ越し、幼稚園から高校卒業まで私立の
学園に通わせました。
　スケートリンクに初めて連れて行ったのは、5歳

でした。当時は、スケートリンクやホールなどの
大型の施設には、施設入口手前から怖がって大
泣きして入れませんでした。2 回目は小学 1 年生
の時の小学校スケート教室です。先生方やお友
達とリンクに入れて驚きました。
　小学 3 年生の時に SON・東京のスピードスケー
トのプログラムに初めて参加しました。学校の
先輩たちが多く参加されていたからです。5 年生
の時に、フィギュアスケートのプログラムが再開
されると、諏訪さんからお声掛けをいただき、女
の子なので喜んで参加させていただくことにしま
した。初回の赤坂サカスのリンクで転び、悔しく
てしばらくリンクに寝転んだままで杉田コーチを
困らせてから、はや 11 年お世話になっておりま
す。今となっては、SO のフィギュアスケートプロ
グラムは里咲の生活の一部で、寒い日も朝早くに
起き、張り切って練習に通っています。夏合宿や
全国大会、コーチやファミリーとの交流も私たち
家族の大きな楽しみになっております。
　温かく熱心に指導して下さるコーチをはじめ細
やかに見守るファミリー、SO の活動を支える皆さ
まには、いつもお世話になり大変感謝しておりま
す。また、障害児を育ててみて気づかされたこと
も多くあり、里咲を通しての出会いも沢山ありま
した。今では大変ありがたく思っております。

里咲のおかげで多くの気づき
と出会いに恵まれました

前原里咲さん●1997年生まれ　2005年 SON･ 東京入会
参加プログラム／フィギュアスケート

アスリート： 前原里咲さん　母：前原かおりさん

今 後
の

予 定

　桜も満開に近づいた 4 月 6 日 ( 土 )、2 年に一度の「スペシャ
ルオリンピックス日本・東京冬季地区大会」が、今年も江戸
川区の全面協力のもと、同区スポーツランド（氷上競技）及
び総合体育館（フロアホッケー）にて開催されました。
　スポーツランドで行われた開会式には、江戸川区の山本敏
彦副区長、江戸川区 SON・東京を応援する会の岩倉利枝様
をはじめ、多くの来賓の方々にご参列いただき、和やかな中
にもスペシャルオリンピックスの正式な大会であることを示す
に相応しいビッグイベントの雰囲気となりました。
　一方、総合体育館で行われたフロアホッケーには、神奈川、
千葉、 埼玉、 山梨、 茨城の地区組織のほか、 葛飾区のミニ
バスチーム「きさらぎ Jr.」が参加。通常の試合とともに、ユ
ニファイド・ゲームや個人技能コンテストを実施したことで、
多くのアスリートが大会を楽しむことができました。
　今大会は特に、大会名横断幕、開会式や表彰式の背景を
飾るバックボード、さらには表彰用の金銀銅メダルと木製メ
ダ ル つきリボンが、 マ ーケティングスポンサ ー の 株 式 会 社
NHK ビジネスクリエイトより寄贈されました。このように多く
の方々の協力もあり、アスリートたちも日頃の練習の成果を

　　　　　　　　　　　　  存分に発表発揮できたようです。
各競技結果は、ホームページをご覧ください。
　ちなみに本大会は、来年 2 月 21 ～ 23 日に開催される「2020
年第 7 回スペシャルオリンピックス日本冬季ナショナルゲー
ム・北海道」の予選も兼ねています。アスリート選考はこれ
からですが、来年の全国大会も楽しみにお待ちください。

事務局からのお知らせ 8 月 13 日（火）～ 16 日（金）まで、事務局は夏季休暇をいただきます。
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  9月   9日（月） チャリティゴルフ( 我孫子ゴルフ倶楽部 )
10月   2日（水） チャリティコンサート( 紀尾井ホール )
10月   5日（土）～6日（日） みなと区民まつり( 芝・増上寺 )
10月13日（日） 雑居まつり( 世田谷区羽根木公園 )

第6回 スペシャルオリンピックス日本・東京 冬季地区大会

今回は江戸川区にて3つの競技を実施

10月20日（日）　　  第17回ウォーク＆ランフェスティバル ( 東京海洋大学 )
11月   4日（月・祝）　スポーツde 障がい者交流会 (目黒区八雲体育館 )
12月13日（金）　　  新生銀行クリスマスパーティ( 中央区日本橋 )

144

聖火の最終ランナーは、松尾拓海さん（フィギュアスケート）　

選手宣誓。溜田貴彦さん ( 左・フィギュアスケート)と吉原里音さん ( 右・スピードスケート)　

スピードスケートのデッドヒート　 フロアホッケーの熱戦。SON・東京 ( 赤 )、鉄壁のディフェンス　

フィギュアスケート競技の最後を飾った齊藤初音さん　

株式会社クラフティは、OA機器＆映像・音響機器の全国レンタル・リースの他、クラウドサービス、アプリ開発、撮影/配信
スタジオ・Cafe運営・スクールリノベーション、ドローンスクールなど、さまざまな分野で万全のビジネスサポートを行う企業です

木製メダルつきリボンは、
知的障害のある人たちが働く
会社が製作


