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第 4回スペシャルオリンピックス日本・東京冬季地区大会は、4月18日（土）
にフロアホッケー、29日（水・祝）にフィギュアスケートとショートトラックス
ピードスケートの競技が開催されました。アスリートの活躍をご覧ください。

日
程

4月18日（土）：フロアホッケー　4月29日（水・祝）：開会式およびフィギュア
スケート、ショートトラックスピードスケート

会
場

江戸川区総合体育館（フロアホッケー）、江戸川区スポーツランド（開会式、
フィギュアスケート、ショートトラックスピードスケート）

参
加
者

総勢322名(アスリート110名、パートナー10名、ボランティア41名、
大会役員･実行委員･審判･スタッフ他64名、ファミリー92名）

協
力 江戸川区スペシャルオリンピックスを応援する会

後
援

東京都、江戸川区、(公財)日本スケート連盟、東京都スケート連盟、
(特非)日本フロアホッケー連盟、(公財)スペシャルオリンピックス日本

参加アスリートDATA　(　 ) 内はパートナー

東　京 栃　木 埼　玉 神奈川 千　葉 山　梨

フィギュアスケート 24(7)

ショートトラック
スピードスケート 17 3

フロアホッケー 24 15(2) 11 12 4(1)

「2015年第4回スペシャルオリンピックス日本・東京冬季地区大会」を開催

フィギュアスケート　表彰式

ショートトラックスピードスケート　表彰式

フィギュアスケート　フリー演技

ショートトラックスピードスケート　１０００ｍ

フィギュアスケート　ユニファイドペアの演技

フロアホッケー　東京チーム同士の優勝争い

ショートトラックスピードスケート　３３３ｍ

フロアホッケー　東京ウィンターチャレンジャーズＢ×埼玉

フロアホッケー
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出演者の皆さんと
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　4月18日（土）に開催されたフロアホッケー競技には、個人スキルコンテ
ストに4名のアスリート、チーム競技に6チーム計65名のアスリートとパー
トナーが参加しました。
　個人スキルコンテストでは、初参加のアスリートも自分の持つ技量を十
分に発揮、またエキシビションゲームを行い、次のステップにつながるもの
となりました。
　チーム競技は午前中のディビジョニングゲーム後、決勝は9ラインのゲー
ムを2試合とナショナルゲームと同様の条件で実施。ナショナルゲームに
向けて自信をつけ、また課題を見つける良い経験となりました。その他、ボ
ランティアの皆さんを対象にソフトフロアホッケーの体験ゲームを実施し、
大会を盛り上げました。
　2016年冬季ナショナルゲームに向けて意義深い大会となり、力を出し
切ったアスリート、ご協力いただいた関係者および審判各位、そしてファミ
リーの皆さんには、心から感謝を申し上げます。最後に、江戸川区及び江
戸川区総合体育館の多大なるご協力にも、心より御礼申し上げます。

大会副実行委員長　上村 光男（SON･東京 フロアホッケープログラムコーチ）

　先頃ロサンゼルスで開催されたSO世界大会ですが、次の世界大会は2017

年3月。オーストリアのグラーツとシュラトミングという都市を中心に開催される

「第11回スペシャルオリンピックス冬季世界大会・オーストリア」です。

　オーストリアというと、音楽の都としてご存じの方は多いかもしれませんが、本

家オリンピックの冬季大会もインスブルックで2回も開催されており、ウインター

スポーツでもたいへん人気のある国です。

　それだけにスペシャルオリンピックスの冬季世界大会も、オーストリアでの開

催は今度で2回目となります。1993年の第5回冬季世界大会も同国、ザルツブ

ルグとシュラトミングでの開催でした。

　実はこの年、熊本に最初の地区組織である「スペシャルオリンピックス・熊本

（当時）」が設立され、日本におけるSO活動が再始動した記念すべき年でした。

世界大会開催時は、プログラムも正式に開始してはいませんでしたが、国際本部

の特別なはからいにより、この世界大会へは熊本からアスリート2名、コーチ3

名が参加しました。

　つまり、現在のSO日本として、最初にアスリートを世界大会へと送り出したの

が、このオーストリアだったということです。そう考えると、2年後の大会にどれ

だけのアスリートを送り出すことになるのか、今から楽しみですね。

　５月29日（金）、めぐろパーシモンホールにて、スペシャルオリンピックス支援のため

のチャリティコンサート実行委員会による「煌めくアルゼンチンタンゴの夕べ～バンド

ネオン☆小松亮太と仲間たち～」が開かれました。小松亮太さんのバンドネオンの調

べ、ダンサーの華麗な踊りなど、タンゴの魅力を堪能しました。実行委員会からは、コ

ンサートの収益として、165万円がSON・東京の活動のために寄付されました。

　次回のチャリティコンサートは11月15日（日）、紀尾井ホールにて、「響きあう晩秋の

音物語」が開催されます。ご案内チラシを同封いたしましたので、お誘いあわせの上、

ぜひご来場ください。

SO日本が最初に出場した世界大会は？
スペシャルオリンピックスこぼれ話

第１回

　フィギュアスケートとショートトラックスピードスケートからなる氷上競技は、4月29日（水･祝）に江戸川区スポーツランドで開
催され、来年2月開催の「第6回SO日本冬季ナショナルゲーム新潟」を目指す約50名のアスリートが、日頃の成果を披露しました。
　原野江戸川区副区長、藤澤江戸川区議会議員をはじめ、関係者の皆様が見守る中、50名を超えるボランティア、競技審判員を含
めた関係役員やファミリーの協力、応援のもと、アスリートは素晴らしい滑り、演技を見せました。
　フィギュアスケートはパートナーも参加したユニファイドペアに4組が出場、またショートトラックスピードスケートでも一生懸命
ゴールを目指すアスリートに大きな声援がおくられるなど、これまで以上に感動的で盛り上がった大会でした。
　大会実施に際しご尽力いただきました江戸川区、江戸川区スポーツランド、東京都スケート連盟をはじめ、スペシャルオリン
ピックスの活動をサポートしてくださる皆様や、関係者に心より御礼申し上げます。

大会実行委員長　杉田 秀男（SON･東京 副理事長／フィギュアスケートプログラム主任コーチ）

SON・東京支援
チャリティコンサート

開催

フロアホッケー　優勝　東京ウィンターチャレンジャーズＡ

ショートトラックスピードスケート フィギュアスケート
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働くアスリートたちWORKING

ATHLETES
佐
さ と う た い よ う

藤太洋さん(30歳 )、竹
た け ば や し あ や か

林文香さん(22歳 )、
内
う ち お た く や

尾拓也さん(34歳 )、中
な か つ よ し

剛志さん(28歳 )
第24回

　百貨店の「三越伊勢丹」。店頭には「接客」のほ

かに、事前準備が必要なさまざまな付帯業務があ

ります。ギフト用リボン作り、お直し承り伝票への

ショップスタンプの押印、買い物袋を二重にする

など。それらの100種類以上の業務を担ってい

るのが、特例子会社「三越伊勢丹ソレイユ」（2004

年設立）です。

　4人のアスリートを含む64人の障害者を率い

る社長の四
しおうでん

王天正邦さんは以前、スペシャルオリ

ンピックスの活動を知り、SON・神奈川のバスケッ

トボールコーチを務めていました。そこで「教え

れば、できる」ことを学んだそうです。

▶ 「異能超人」が活躍中！
　 障害者の社員の胸には「異能超人」、7人の指導

スタッフには「異能超人補佐」のメッセージバッジ

が光ります。四王天社長によれば、「『異能』とは、

人より優れた才能、一風

変わった独特な能力。

きちんと働ける人は、異

能の中でも『超人』。単

純反復作業は正確で、き

れいで、早い。百貨店の

付帯業務の仕事に関し

ては、彼らのほうが圧倒

的に優れている。指導

スタッフは、主役が能力

を最大に発揮できるための補佐役です」

　東京都の「愛の手帳」2度（重度）の人が6人。

四王天社長は、「障害の重い人も大戦力。どうした

ら仕事ができるか知恵を絞ると、指導スタッフの

指導力が上がる」と言います。仕事ぶりが「素晴ら

しい」と評価され、業務はどんどんふえてきました。

　「社員は、どんな仕事もできるオールラウンドプ

レーヤーに育てています。自閉傾向の強い人で

も、急に仕事を変更しても動揺することもありま

せん。三越伊勢丹百貨店にとって、なくてはなら

ない存在です」

▶ 楽しみがあるのは大事です
　4人に好きな仕事・得意な仕事を2つずつあげ

てもらいました。

　一番の先輩は、2005年に入社した10年選手の

佐藤太洋さん。「クレジットの仕分け、スタンプ押

し」(ボウリング、木彫りに参加)。竹林文香さんは

「二重ショッパー（二重手つ

き袋）、ショーレツクス（ビニー

ルたたみ）」(勤続3年。陸上

競技)。内尾拓也さんは「リボ

ン作り、スタンプ押し」(勤続2

年。アルペンスキー、ボウリン

グ)。中剛志さんは「クレジッ

トの仕分け、リボン作り」(勤

続9カ月、ボウリング)。

　4人から「優しい」「いい人」と評された四王天

社長の4人へのメッセージ。

　「働くには体調管理が大事ですが、みんな休ま

ずに頑張っています。生きていくうえで楽しみが

あるのは大事なこと。楽しみのためにはきちん

と会社で働くことが必要です。スペシャルオリン

ピックスで、スポーツや余暇を楽しむのはとても

いいことですね」

　四王天社長いわく、「すべては人材育成。障害

者も同じこと。引き出すのは指導者たちの仕事

です」「本業にいかに貢献できるか。障害者雇用

は、ビジネスとして行わなければ発展は望めな

い」などなど。「障害者のイメージをどんどん覆し

ていきたい」という熱い思いの社長のもと、それ

ぞれの『異能力』を発揮してください。

※彼らを指導するスタッフの笹谷裕子さんのご主
人・笹谷昌良さんは、SON・東京テニスプログラムの
コーチとして活動しています。

四王天社長を囲んで。竹林さん、佐藤さん、内尾さん、中さん（向かって左から）
集中して、伝票のスタンプ押し。
佐藤さん
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■ スペシャルオリンピックス体験会 inみなと

　新装になったばかりの港区スポーツセンターにて、地域との

連携を目指すイベントが開かれました。昨年から目黒区で進め

てきた企画ですが、今回は港区の協力のもと同区在住・在勤の

知的障害のある人を招待。所属アスリートと共に、東京で実施

しているボウリング、バスケットボール、フロアホッケーという3

競技を体験しました。本イベントは、SON・東京のオフィシャル

スポンサーであるシティ・グループによる支援によって実現した

もので、当日は同社から多くのボランティア参加もありました。

　また体験会の後には、ニューワールドアワーズスポーツ救命

協会、東京消防庁芝消防署、プロレスラー蝶野正洋氏の協力の

もと、救急救命に関するイベントも同時開催され、多くの参加者

が熱心に耳を傾けました。

  実施概要

実施日時 2015年6月6日（土）　9:00～12:30

実施会場 港区スポーツセンター・メインアリーナ、東京ポートボウル

参 加 者 191名（港区在住・在勤知的障害者5名、アスリート64名、
ボランティア63名、ファミリー53名、スタッフ6名）

地域における障害者スポーツ展開を目指したイベントを開催！



今 後 の 予 定

事務局からのお知らせ 事務局は2015年8月10日（月）から14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：1,573名
正会員数：1,027名
 （2015年6月30日現在）

　 真梨は大阪で生まれました。体重は2360ｇ、
黄疸、仮死状態、発熱などがあるにもかかわら
ず、母乳の飲みっぷりには力強い生命力を感じ
ました。
   体重は3カ月後には通常になりましたが、言
葉が遅いので病院に相談に行きました。しかし
原因がわからず、その後3歳で保育所に入り、そ
こで初めて遅れがあることが分かりました。と
は言え、しばらくの間は“いつかは追いつくので
はないか”と心の中で希望を持っていました。
私自身が自分の中で認めるまでに時間が必要
だったのかもしれません。
　小学校に上がる前に相談に行った大学の付
属養護学校で、地域に友達を作ることが大事と
のアドバイスをいただき、地域の小学校へ進み
ました。中学年までは周囲といい関係が続い
ていましたが、高学年になると、いろいろと難し
くなっていきました。しかし、そのような中でも、
支えてくれる友達、先生に恵まれたお陰で色々
と経験を重ねながら過ごすことができたと思い
ます。
  中学校は身障学級へ入り、さらに養護学校高
等部へ進学、卒業後は主人の仕事の関係で東
京に引っ越しました。卒業前の転校も考えまし
たが、本人が心の拠り所を１つ持っておいた方
がいいと考え、大阪での卒業を選択しました。
東京への転居後も半年くらいは寂しさから、先

生にいただいたクラス皆で歌った声を吹き込
んだテープを聞いていました。しかし、新しい
場所、人に心を開くのに年単位の時間がかかる
子が、施設の皆さんが絶えず声をかけて下さっ
たおかげで、徐々に馴染んでいくことができまし
た。
  その後、手帳の判定の変更があり、1年で違う
作業所に移りました。今度の福祉作業所には、
前の施設から移られた職員もいて早く慣れるこ
とができ、休みには友達と近くに遊びに出かけ
たりしていました。

  2003年4月、就労支援センターが新設された
時に声をかけていただき、そちらに移りました。
真梨は、人が好きです。仲がよかった大阪の同
級生がスターバックスに就職したこともあり、
2006年に「スターバックスコーヒー神田店」で
働き始めました。その1年後、祖母の具合が悪
くなり、家での同居が難しく、真梨は区立の3年
間期限付きグループホームに入りました。洗濯
や掃除などを自分で経験し、家に再び戻ってき
たとき、私が家事をしていると「ありがとう」と言
うようになり、成長を感じました。
　仕事は、お店の方々に支えていただきながら
頑張っています。洗い物担当ですが、店舗の改
装でお客様が見えるところで仕事をするように
なり、社会人としての自覚も出てきました。就労
支援センターの方々にもたびたび励まされ、仕
事を続けることができています。
  SOは細川さんがTV出演されたのがきっかけ
で参加するようになり、今はフロアホッケーを楽
しんで頑張っています。コーチの方が「アスリー
トは時間はかかるが、その分ずうっと成長する
んですよ」と言って下さった言葉が忘れられま
せん。褒めることや認めることの大切さを改め
て教えていただきました。
   真梨は「フロアホッケーに仲間がいる」と言っ
ています。自分の居場所を見つけたと感じてい
るようで、うれしく思っています。

勤続9年。
社会人の自覚も出てきました

片岡真梨さん　1982年生まれ　2003年にSO入会。
参加プログラム:フロアホッケー

アスリート:片岡真梨さん　母:片岡利子さん

◎8月20日（木） インターバンクボウリング大会

◎8月29日（土） 文化プログラム合同発表会

◎9月6日（日） 半井清チャリティボウリング

◎9月7日（月） チャリティゴルフ大会

◎9月18日（金)～20日（日）  全国バスケットボール大会（広島）

◎9月26日（土） EKS(ユニス・ケネディ・シュライバー)デー

◎10月18日（日） 第13回チャリティウォーク&ランフェスティバル2015

◎11月3日（火・祝） SOフェスティバルin目黒（仮称）

◎11月15日（日） 関東ブロック水泳競技会

◎11月15日（日） チャリティコンサート

◎12月18日（金） 新生銀行クリスマスパーティー

ホ ッ プ ス ジ
テ ャッ

プ
ン
プ
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www.facebook.com/specialolympicsnippontokyo
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