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登録アスリート数
正 会 員 数

（

年 月 日現在）

認定 NPO 法人 SON 東京の 2008 年度 の委嘱状授与などを行い、米良美一チャリ
定期総会が３月 15 日（土）午後、東京 ティーコンサート実行委員会から寄付目録
YMCA 東陽町センターで開催されました。 が贈呈されました。
休憩をはさんで、懇親会
第１部では、池田理事長の挨拶の後、感 ＆冬季ナショナルゲーム・山形の報告会に
謝の気持ちをこめて企業・団体表彰を行い、 入り、アルペンスキー、スピードスケート、フ
一言ずつご挨拶をいただきました。第２部 ロアホッケーの各競技に出場したアスリー
では、定期総会の審議を行い、第 1 号議案 トの活躍に話が弾みました。
の 2007 年度事業報告・収支計算書ならび
なお、2008 年度の重点目標は、
『財政基
に監査報告、第２号議案の 2008 年度活動 盤の充実、安全性の確保、組織機能の活性
方針・事業計画及び収支予算書が承認さ 化』などです。正会員、賛助会員のみなさま
れました。
の会費の納入、企業団体の方々のご支援を
定期総会閉会後、第 3 部では各委員長へ 今年度もよろしくお願いいたします。

冬季ナショナルゲーム・山形で活躍したアスリートたち

冬季ナショナルゲーム・山形は、2008 南から順に各地区選手団が入場した後、
年３月７日（金）〜３月９日（日）の３日間、 荒井進大会実行委員長が開会を宣言、
山形県で開催されました。
スピードスケー SO 旗を掲揚して、大会の幕をあけまし
ト、フィギュアスケート、フロアホッケー、ア た。
三井嬉子大会会長の挨拶後、高円宮
ルペンスキー、スノーボード、クロスカント
妃久子殿下が
「SO の活動を通して、誰
リー、スノーシューイングの７種目に、全国
から約 900 名の選手団（アスリート約 570 にでも開かれた、あたたかみのある社
名、団長･コーチ約 330 名）
と、大会役員･ 会が広がることを願っています」とご挨
スタッフ･ボ ラン ティア・ファミリー 約 拶。厚生労働大臣、齋藤弘山形県知事
が祝辞を、市川昭男山形市長が歓迎の
3,700 名が参加しました。
東京選手団はスピードスケート、フロア 言葉を述べ、ドリームサポーターの有
ホッケー、アルペンスキーの 3 種目にアス 森裕子さんらがアスリートとともにトー
リート 45 名（コーチは 22 名）がエントリー。 チラン。7 地区の選手代表が｢選手宣誓｣
東京駅から山形新幹線「つばさ」で元気に を行い、競技に全力を尽くすことを誓い
ました。
出発しました。
アトラクションは、地元山形の「徳内
開会式は７日
（金）17 時から山形市総合
ばやし」や華やかなダンスなど。
松浦亜弥
スポーツセンター体育館で行われました。
さ ん が 歌う
スペシャルオ
リンピックス
の 応 援 歌
「きずな」
で、
開会式は終
了しました。

なお、今大会は 2009 年にアメリカ合衆
国アイダホ州で開催される「スペシャルオリ
ンピックス冬季世界大会」参加アスリート
の国内選考を兼ねています。
翌８日からの競技の模様と表彰式の輝
く笑顔を 2 面で ご覧ください。

企業・団体の方々のあいさつ

フロアホッケー

チームワークが勝利へ

アフロヘアで応援！

長野チームとの熱き戦い

互いの健闘をたたえハイタッチ

表彰式で細川会長と記念撮影

フィニッシュ！

上級ＧＳＬ各ディビジョンで
金・銀・銅メダルに輝く

うれしい金メダル

アルペンスキーコースを背景に

アルペンスキー

うまく滑れたよ

スピードスケート

東京のアスリートが接戦を繰り広げる

閉会式

東京チーム 3 人出場の
333ｍディビジョン

スピードスケート競技

東京から８人のアスリートが参加したス
ピードスケート競技の会場は、山形市郊外の
丘の上に位置する「ウェルサンピア山形」。
鏡
のように製氷されたリンクという最高のコ
ンディションのなか、すべてのアスリート
が思う存分、日頃の練習の成果を発表しま
した。
東京選手団は 111m、333m、500m、1000m
の 4 種目に出場し、金１、銀２、銅４、リボン
１という結果でしたが、レースを終えた表
情はとても晴れ晴れとしたもので、「がん
ばった人すべてが勝利者」という SO の理
念を体現していました。

フロアホッケー

開会式が行われた体育館で、フロアホッ
ケーの熱戦が繰り広げられました。SON 東
京は４年前の長野大会ではチーム編成に１
人足りず、全員が個人戦に参加しましたが、
今回は最上位のディビジョンで戦いました。
味方にパスを出し、シュートチャンスには
果敢にシュートをする、敵をディフェンスす
る、
パックを夢中になって奪いにいく……。
各々が自分の役目をきちんと理解し、役
割を果たすアスリート 14 名。アスリートの
個性を大事に育てたすばらしいコーチた
ち。この間の成長は夢のようです。銅メダル
に、コーチは残念無念の表情でしたが、選手

東京スピードスケートチーム

３日間の感動を語る細川名誉会長

大会を見つめてきた聖火

のを感じました。
アスリート一人一人が精一杯の力をつく
したことは誰の心にも伝わったと思います
が、それを一番実感しているのはアスリート
自身だと思います。その証拠に、表彰式で
アルペンスキー
蔵王・竜山スキー場では、８日に上級・ 金・銀・銅のメダル、参加賞を手にしたア
中級・初級のグランドスラローム予選の スリート達の顔は、自信に満ちあふれていま
ディビジョニング、９日に決勝が行われま した。アスリートの皆さん、彼らを支え応援
した。とくに９日は地蔵山頂の蔵王名物・ したコーチ、ファミリー、ボランティア、応援
次の大会を目指
樹氷まで眺められる、この上ない青空の下、 団の皆様、お疲れ様でした。
競技が進みました。
して、また日頃のトレーニングに励みましょ
アルペンスキープログラムは、ステップ う。
広報委員：中馬美佳
アップコース、合宿、アルペントレーニングの
3 つのコースで活動しています。
４年前の長野 閉会式
大会に比べるとアスリートたちは格段に上
選手団の 3 分の 1 がすでに山形を離れた
達。ポール練習の成果が出て、赤と青のポー こともあり、開会式に比べると少し寂し
ルの間を次々と滑り降りました。競技終了 かった閉会式。しかし、それが大会の幕を静
後、雪の上の表彰式では、がんばった選手た かに下ろすというおごそかな雰囲気をかも
ちの「バンザイ」の声があふれました。
しだし、素敵な式典となりました。
プログラムは三井嬉子 SO 日本理事長、
細川佳代子名誉会長、山形県知事などの挨
アルペンスキーを観戦して
アルペンスキー競技を、出場アスリート 拶の後、アスリートからの感謝の言葉、山形
のファミリーと共に応援しました。アスリー 市長からの歓送の言葉と続きました。その
トたちのいつになくりりしい容貌も感動的 後も、SO 日本旗の降納や引き継ぎ、トーチ
でしたが、スキー万年初心者の私は、各アス の納火、閉会宣言と式典は粛々と進みまし
リート達のまさに羽ばたかんばかりの滑り たが、最後は山形名物「花笠音頭」をみんな
に、尊敬のまなざしで応援し続けました。ま で踊るというアトラクションもあり、大会
た、ファミリーの盛大な応援に応えて手を振 の名残を振り払うかのような大変な盛り上
るアスリート達の姿に、とてもあたたかなも がりを見せました。
の顔は太陽のように輝いていました。
個人戦には、大橋真奈美さんが参加し、金
メダルを獲得しました。

ご支援、
ありがとう！

SON 東京の活動を支援する、チャリティー
講演会とチャリティーコンサートが行われまし
た。
チャリティー講演会
『養老孟司、ボランティ
アを斬る！ 社会のもう一つの穴をうめるに
は』は 2 月 10 日
（日）、
「スペシャルオリンピッ
クス日本・東京を応援する会」主催で、新生
銀行ホールで開かれました。第１部は「ボラ
ンティアの現場から」で、SON 東京の活動を
紹介。第 2 部は養老孟司さんの講演。参加者

英会話プログラム発表会「オズの
魔法使いと仲間たち」開催！

それぞれに示唆に富むお話で、会場全体が
聞き入りました。
『米良美一チャリティーコンサート』は 2 月
27 日
（水）、同コンサート実行委員会主催で、
紀尾井ホールで行われました。米良さんは、
映画「もののけ姫」の主題歌で有名になった
カウンターテナーの美しい歌声を次々と披露、
曲の合間にはスペシャルオリンピックスへの
理解あふれるトークで、ホールいっぱいの人
たちを魅了しました。

雪もちらつくほど寒かった 2 月 9 日
（土）。東京・吉祥寺の武蔵野公会堂で、
英会話プログラムの発表会が行われま
した。
そのタイトルからもわかるとおり、
アスリートたちは素敵な衣装に身を包
み、名作ミュージカル「オズの魔法使
い」の名場面を歌い、踊り、演じました。
歌唱指導の大峠彰子先生やボラン
ティア 参加のタップダンス・アイドル
“hitomiyuu”、ゴスペルを元気に歌い踊
る “ジョイフルキッズ”。たくさんの「仲間
たち」の協力で、発表会は大盛況のうち
に幕を下ろしました。

有明コロシアムでプレー
2月24日（日）、bjリーグ東京対高松の試合に
先立ち、東京アパッチのご招待で「SON東京」
対「SON千葉」のバスケットボールの試合を
有明コロシアムの大舞台で行うことができま
した。参加した選手とファミリーの喜びの声
です。
スペシャルオリンピックスを招待してくだ
さり、ありがとうございました。僕は今、高３
ですが、中学の時にはじめてスペシャルのバ
スケットに入りました。バスケットボールは大
好きなので、テレビでよく試合も見ています。
スポーツ観戦も大好きです。

でも自分が有明コロシアムの体育館でプ
レーができるなんて思っていなかったので、
とてもうれしかったです。体育館の床がいつ
も練習している床と違いました。観客席もた
くさんあって、DJの人も解説をしてくれて、bj
リーグは本当にすごいと思いました。大舞台
でシュートが決まったのも、本当にうれしかっ
たです。bjリーグの試合も最後まで見ました。
やっぱりプロは違うと思いました。
とても楽し
い1日でした。
これからもっともっと練習して、
またいつか有明コロシアムに来たいです。本
当にありがとうございました。
アスリート：坂西

大

とても
楽し い 機
会 を つ
くっ て い
ただいて、
試合中に
は大伸の
名前を何回も放送していただき、本人も感激
して喜んでいました。
また機会があったら、ぜ
ひ参加したいです。関係者の皆様、寒い中、あ
りがとうございました。
瀬田大伸ファミリー：瀬田早苗

＜山崎さんと鈴木さん＞
チームで 障 害 者 担 当 ＜いらっしゃいませ＞ ＜ドリンクバーで野上店長と＞
の鈴木千春さんもお店
にきて下さいました。
「会社の理念には、
『働
きやすい環境』
『多様性
第２回 藤元恒太さん（25 歳）
の受け入れ』などを掲
勤務時間は、月金の 9 時 30 分から 18 時
緑色の「STARBUCKS」のおなじみのロゴ。今 げています。１店舗１店舗が個性ある店作
り、サービスをしていきたいと思っていま
まで。
接客、掃除、洗い物、補充、仕込みなど
回の訪問先「スターバックス コーヒー ジャパ
す」
と山崎さん。
の仕事をこなしています。
ン㈱」は、SO冬季世界大会・長野をはじめ、
指導は１人１人の個性に合わせて各店 「もっといろいろな仕事を覚えて、これから
スペシャルオリンピックスの活動を支援して
舗で行い、
鈴木さんも現場を訪ねています。 も働き続けていきたいです」
下さっている企業の１つです。
「店長が地域の就労支援センターやご家庭
野上亮介店長はこの２月に就任。前のお
●企業理念として
『多様性』
を受け入れ
と連携をとっています。知的障害者と一緒に 店では聴覚障害者が働いていました。
「スターバックス」が障害者雇用に力を入 働くことで、お店が明るく、一体感が出てき 「自分から積極的に声をかけてくれて、意欲
れ始めたのは 2002 年。本業の各店舗での た、きっちり仕事をしてくれる、教える人の 的に働こうという気持ちをいっぱい持って
受け入れを決めました。従業員は「パート コーチング力が向上したなどの声が届いて います。いまはドリンクバーを手伝っていま
ナー」、障害をもつ従業員は「チャレンジ います」
すが、１人でできるようになって欲しいです
パートナー」
と呼び、
「チャレンジパートナー
し、
これからも楽しく働いて欲しいです」
ガイドブック」を作成し、翌年から採用を拡 ●ごちそうさま！と言われるとうれしい
現在、スターバックスの全国の店舗では
大しました。
うち約９割
藤元さんは、養護学校卒業後、
「知的障害 80 名の障害者が働いています。
藤元恒太さんは１期生です。
「本厚木店」 者就労支援センター・すきっぷ」（世田谷） は知的障害者です。すでに 10 名近くがコー
を経て、2005 年オープンの「府中くるる店」 で就労研修を積み、就職しました。
ヒーの専門家『バリスタ』の資格を取りまし
に異動しました。
お店は、府中駅前からつな
「たいへんだったのはお客様との応対で た。藤元さんもぜひ挑戦して下さい。高校生
がったブリッジの角。絶好のポジションにあ す。気をつけているのはお客様を待たせな のとき短距離やマラソンで活躍した経験を
ります。マーケティング本部広報チームの山 いこと。
『ありがとう』
『ごちそうさま』と言わ 生かして、SON 東京の陸上のプログラムも
崎政彦さんと、人事本部コーポレート人事 れるとうれしいです。
やりがいはあります」 がんばって下さいね。

山形大会は私たちの大切な記念日
くことができるようになりました。
私は他のアスリートを見ることに忙し
かったのです
が、いつの間
にか友里恵
がニコニコ
顔で滑れる
ようになっ
ていること
に気がつ
きまし た
最近は練

教員から SO 東京の活動を紹介され、フィ
ンランドで夢中になって覚えたスケートな
ら少しは役に立てるかなと思い、２年前か
アスリート：鈴木友里恵
らスピードスケートに参加させていただい
ております。
参加当初は、一般開放のスケートリンク
の混雑の中での練習に、アスリートが気の
向くままに加速や減速したり、時には人に
鈴木さん（左）
と中田コーチ
ぶつかりそうになったりするのをいつもひ
ファミリー：主任コーチ 鈴木 健
やひやしながら見守っていました。
しかし、
３月９日、山形大会は私たち親子にとっ
この 2 年間にどんどんうまくなり、最近は
て、大切な記念日となりました。
111ｍ競技
感心して見とれるほどになっています。
の表彰で、銅メダルをかけてもらう恥ずか
初めて鈴木友里恵さんに会ったとき、恥
左端が鈴木さん
しそうな友里恵を見て、喜びと共に、
こんな
ずかしがってなかなか顔を合わせてくれ
日が来るとは思いもしなかった５年前から 憩もリンクから上がりたくないというほど、 なかったのを覚えています。
その後、会う
のことを思い出していました。
滑ることが楽しくなったようです。
たびに徐々に慣れてきて、得意の笑顔も頻
2003 年の秋、スピードスケートのプロ
“考えられなかったことが可能になる” こ 繁に見せてくれるようになりました。今回
グラムが始まるとき、高校時代にスピード とを、SO のおかげで実感できました。今は の大会では、
日ごろの練習の成果を十分に
選手としての経験があったことから、もし 合唱プログラムにも参加していますが、こ 発揮でき、111ｍで 3 位という結果を残す
役に立てるならと、日野一男主任コーチの れからも親子共々、上達はゆっくりでも、楽 ことができました。
その瞬間、一緒にいら
もとでコーチとして参加しました。一般公 しみながら新たな可能性に挑み、喜びを れたことはすごく貴重な体験となりました。
開のリンクで 25 人もの子供達が滑走する 見いだしていきたいと思っています。
大会が終わった今でも、友里恵さんのニコ
のですから、初めは本当に気を使いました。
ニコ顔を思い出すと自然と頬が緩んでしま
当時、友里恵はまったく滑れなかったの 友里恵さんの笑顔に心なごんで
います・・・この笑顔に弱いんだなぁ！
ですが、嫌がることもなかったので一緒に
スピードスケートコーチ：中田綾子
いつもあたたかく接してくださる東京ス
参加。
ようやく氷上に立って、手すりにつか
私は、大学生活を送ったフィンランドで ピードスケートチームの皆さん、これから
まっている状態だったのが、2 〜 3 か月後 初めて SO の活動を知り、関わるようにな も頼りないコーチですが、よろしくお願い
には手すりにつかまってリンクを何周か歩 りました。帰国後、進学した大学院の指導 します！
！

ＳＯＮ東京のニュースレターに
「愛称」
をつけてください！
応募はファクスまたはＥメールで、4月中に事務局まで。
● 事務局からのお願い
転居・転勤等で住所変更があった方は、事務局までお知らせください。
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