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　「明日をつくる★今日のチャレンジ」をテーマに、第5回文化プ
ログラム合同発表会が2015年8月29日（土）、国立オリンピック
記念青少年総合センター・小ホールにて開催されました。
　開幕を飾ったのは、ゲストの「こどもの城児童合唱団、混声合
唱団」。続いて、7つの文化プログラムが、さまざまな挑戦を続け
ている日々の活動を発表しました。
　トップバッターは、今回初参加の「バレエ・エクササイズ」。ク
ラシックバレエの要素を取り入れたレッスンやリズム運動などの
様子を写真で紹介。続いて「絵画・木彫り」が舞台上で制作過程
を発表し、入り口横のエリアに、油絵やトーテムポールなど個性
豊かな作品を展示しました。「合唱」は、メンバーが１人ひとり、『マ
イロード　ワツタモーニング』を独唱。全員で『オーソレミオ』を
合唱しました。

　休憩をはさんで、「アスリート会」が、自立につなげる生活の知
恵を体験している様子を発表。「Let's Play＆Sing！」では、アス
リートが『きみもとべるよ』ほかを元気に歌い踊りました。最後の
「ダンス」は、『ほしのゆくえ』、『プレシャス』などを、笑顔いっぱ
いに披露。会場と一体となって『お魚天国』を踊り、フィナーレを
飾りました。
　発表会で見せたアスリートたちの真剣な顔、輝く笑顔！　これ
からも「明日をつくる」新たなチャレンジが続いていきます。本
発表会開催にあたり、ご支援、
ご協力をいただきました企業・
団体・ボランティアの皆様に
厚く御礼申し上げます。

「第5回文化プログラム合同発表会」開催

バレエ・エクササイズ

木彫り

合唱

アスリート会

Let's Play & Sing!

ダンス

絵画
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全員で記念撮影
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ユニファイド・チーム

スポーツde

障がい者

交流会2015

東京チームの戦績

シニア
（ディビジョン1 決勝リーグ）

決勝戦1／東京54-8愛知

決勝戦2／東京22-10宮崎

ユニファイド
（ディビジョン1 決勝リーグ）

1回戦／東京40-10広島

　　　   栃木27-16千葉

3位決定戦／千葉23-12広島

決勝戦／東京34-23栃木

チャリティコンサートの後で
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　4年前、記念すべき第1回大会を東京で開催した「全国バスケッ
トボール大会」。第2回大会は、2015年9月18日(金)～20日(日)、
広島サンプラザアリーナで行われ、アスリート＆パートナー245
名、コーチ91名（選手団計336名）が参加して、男子シニア19チー
ム、ユニファイド4チーム、個人技能7地区で日頃の練習の成果を
競いました。
　ナショナルゲーム以外で全国の地区組織が集まる競技会は、今
のところ本大会のみということもあり、おおいに盛り上がりました。
東京からはシニアとユニファイドの2チームが出場し、いずれも見
事優勝を勝ち取りました。

新・広報報委員から初めての
SO体験レポートをお送りします

　文化の日の11月3日(火・祝)、秋晴れの下(体育

館の中ですが)、障害者がスポーツを行い、その楽

しさや交流会の楽しみを体験する場として、目黒区

立中央体育館において「スポーツde障がい者交流

会2015」が開催されました。

　本年は、目黒区中央立体育館が主催し、スペシャ

ルオリンピックス日本・東京の共催で行われ、バスケッ

トボール、バレーボール、バドミントン、卓球の競技

種目に、約140名の参加者

およびスタッフ70名のほか、

観覧者などを含め総勢280

名の集いとなりました。

　最初のうちは、卓球を嫌がっていた子が次第に打

ち解け、次の順番を並んで待つ姿や、バレーボール

のトスが上手くできた時、そばで見ていた私に親指

を立てて、「ヤッター」とアピールする姿など、卓球

の球拾いにしか参加していない自分が少々気恥ず

かしい思いでした。（吉原和行）

「スペシャルオリンピックス日本・東京/長野/京都　支援のための
チャリティーコンサート」が、2015年11月14日（土）、15日（日）、17
日（火）に行われました。東京会場は紀尾井ホール。深まりゆく秋
の日曜日のひととき、世界最高峰のクラリネット奏者の名をほしい
ままにするチャールズ・ナイディックさんと、名だたるソリストたち
が今一番共演を願う世界的なピアニスト、ロバート・レヴィンさん、
ヨーロッパや日本で活躍する水谷川優子さんのチェロの調べを堪
能しました。チャリティーコンサート実行委員会からは、コンサート
の収益がそれぞれの地区の活動のために寄付されます。

「響きあう晩秋の音物語」
チャリティー
コンサート開催

「第2回全国バスケットボール大会in広島」
東京の2チームがアベック優勝！

シニア・チーム



バレーボール　瀧島睦さん(左) バスケットボール・ユニファイド

バスケットボール・女子　優勝決定の瞬間

テニス　飛田俊治さん

ボウリング　鍬形愛子さん

体操競技　森田赳人さん水泳競技　田口麻紀子さん

開会式で、キャロライン･ケネディ駐日大使や下村博文

文科大臣(当時)とともに、入場行進する日本選手団
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　2015年7月25日から8月2日までアメリカ合衆国ロサンゼルス
にて開催された「2015年スペシャルオリンピックス夏季世界大会・
ロサンゼルス」。大会名誉会長にオバマ大統領夫妻が就任し、開
会式のゲストにはスティービー・ワンダーやアヴリル・ラヴィーンと
いった有名アーティストが登場するなど、SO活動発祥の地らしい
盛大な催しとなりました。
　本大会には、177の国と地域より1万名の選手団が25競技に参
加。日本からは118名（アスリート77名、パートナー6名、役員・コー
チ35名）の選手団が派遣されましたが、参加したSON・東京のア
スリート、パートナーたちも精いっぱい力を出し、日頃の練習の成
果を世界中に披露しました。
　また、SO世界大会の特徴の一つである「ホストタウン・プログラ
ム」では、ロサンゼルス市郊外の町ウェストコビーナが日本選手団
を迎え入れ、ウエルカム・パーティなどさまざまなイベントを開催。

競技を前に緊張す
る選手団の心を和ま
せ、互いに友情を分
かち合う素晴らしい
機会となりました。
　この4年に1度の華々しい舞台において、参加したすべてのアス
リート、パートナー、コーチが大きな事故に遭うことなく、充実した
日々を過ごせたことを報告して、日本から大きな声援を送ってくれ
た仲間たちと支援者のみなさまに、心より感謝申し上げます。

写真提供・スペシャルオリンピックス日本

SON・東京の選手の競技結果　
水泳競技 田口麻紀子　100ｍ自由形 Div.F11_7位／100ｍ背泳ぎ Div.F6_5位 

ボウリング 鍬形愛子　シングルス Div.F17_4位／ダブルス　 Div.M5_8位 

体操競技
松田元明　ゆか Div.18_2位／跳馬 Div.16_1位

森田赳人　ゆか Div.18_2位／跳馬 Div.16_1位 

テニス 飛田俊治　シングルス Div.MF_1位／ミックスダブルス Div.MIXB_2位

バスケットボール
女子 木村綾／口田摩耶子／出口苑子／中谷かずえ／錦織彩乃　Div.3_1位

バスケットボール
ユニファイド 熊谷武広／中野亮／井上亮馬／古畑寿康／山崎綱美　Div.UM.02B_5位

バレーボール 井上智博／加藤梓／菊池隼／瀧島睦／齊藤大夢／齊藤瑞翔 　Div.T1_4位

　2015年スペシャルオリンピックス夏季世界大会では、感動的なスポーツ
の祭典が繰り広げられました。森田赳人さんは2007年上海大会、2011年
アテネ大会に続き3大会連続の出場となり、3大会連続で「銀メダル」を獲
得しました。今回の大会参加に際し、T＆Gオリジナルリングを作成し、そ
の収益でご家族の渡航費用をご支援させていただいたり、壮行会を実施し
たり、全社員からメッセージを募ったりし、会社全体で応援をしました。ま
た前回同様、サポートスタッフとして現地入りし、世界大会を応援すること

ができました。
　夢を叶えることが出来るスペシャルオリンピックス。必死でゴールする選
手の姿、惜しみない応援をする家族の姿は、幾日たっても鮮明に蘇ります。
「精一杯やり遂げる」、「チームに貢献する」、世界を舞台に挑戦し続けるア
スリートの勇姿に目頭が熱くなりました。彼らから勇気をもらい、それが今、
私の大きな支えになっています。
　頑張るアスリートを通して障害をもつ人への理解が進むこと、多くの人に
スペシャルオリンピックスがあることを知っていただけるよう、今後とも活
動を支援していきたいと思います。

応援メッセージ 森田赳人さんの上司、
「テイク＆ギブニーズ」（Ｔ＆G）宮崎家光さん

東京のアスリートたちも精いっぱい力を出しました 

2015年SO夏季世界大会・ロサンゼルス
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3年ぶりの
皇居！
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　10月18日(日)、毎年恒例のウォーク＆ランフェ
スティバルが、秋晴れのもと盛大に開催されまし
た。3年ぶりに会場を皇居周縁に戻すことがで
き、実行委員会のメンバーもこれまで以上に力が
入った様子。ランニングイベントに対する規制が
強化されたことで、開会式・表彰式といった式典
やアスリートとの交流会などを大々的に実施でき
ないというハンデを乗り越えようと、レース方法は
もとより受付の仕方や記念品の配布などにおい
て、さまざまな工夫がなされました。
　その甲斐あって、参加者の反応も上々。恒例の
「宣言タイムレース」では、アスリートと手をつな
いでゴールする参加者の笑顔の数々に、存分に
楽しむ様子が表れていました。また、今回初めて
1人一周、3人による「15km駅伝レース」を実施。
参加チーム数は少なかったものの、たびたび順位
が入れ替わる熱い闘いが繰り広げられました。

■ 参加者数
●宣言タイムレース33チーム(99人)
●15km駅伝レース8チーム(22人)
●アスリートランナー48人
●スタッフ・ボランティア125人
※計測器の不備により、現地での順位発表に齟齬がありまし
た。そのため、現場タイムおよび修正タイムそれぞれの1位
チームを、同順1位といたしました。

ご協賛、ご協力

後援
東京都  
公益財団法人スペシャルオリンピックス日本

千代田区

協賛
株式会社遠藤波津子美容室
株式会社大塚商会
株式会社大和証券グループ本社

東京海上日動メディカルサービス株式会社
日本オーチス・エレベーター株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社

物品協賛
アシックス労働組合
コカ・コーライーストジャパン株式会社
株式会社日本ホールマーク
三菱UFJ信託銀行株式会社

森永製菓株式会社
株式会社ヤナセ
ライオン株式会社

ボランティア協力
あすか製薬V.C.マーガレット
株式会社クラフティ
シーエーグループ (株式会社クリエ
イティブアルファ）
ジブラルタ生命保険株式会社
東京海上グループ
東京海上日動メディカルサービス株式会社
東京海上陸上部
東京家政大学

日本新薬労働組合
日本体育大学
株式会社パソナ
マッコーリーキャピタル証券会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
明治安田生命保険相互会社「お客さまの声」
統括部
リシュモンジャパン株式会社

協力
あすか製薬V.C.マーガレット
東京海上日動メディカルサービス株式会社
東京消防庁

公益財団法人東京YMCA
日本スターウッド・ホテル株式会社

その他にも多くの方々からご協力を賜りました。心より感謝申し上げます。

    

宣言タイムレース 記録表　　　　　

順位 チーム
ナンバー 企業・団体名 チーム名 宣言タイム 実走タイム 誤差

21 日本スターウッド・ホテル株式会社 チーム"Honu Honu" 40分0秒 39分54秒19 0分5秒81
2 エドワーズライフサイエンス株式会社 エドアン 30分0秒 27分47秒13 2分12秒87

2 14 東京消防庁 cowboys 30分0秒 27分29秒54 2分30秒46
3 19 日本オーチス・エレベータ株式会社 チームＯＴＩＳ 28分0秒 25分11秒21 2分48秒79
4 26 マッコーリーキャピタル証券会社 マッコーリー 26分30秒 23分8秒99 2分51秒1
5 24 マーシュ アンド マクレナンカンパニーズ ジェイミーズ 35分0秒 31分29秒38 3分30秒62
6 18 日本オーチス・エレベータ株式会社 50の風 48分0秒 51分38秒95 3分38秒95
7 33 SON・東京の仲間たち チーム１９５ 34分0秒 30分15秒66 3分44秒34
8 1 エドワーズライフサイエンス株式会社 IPM 60分0秒 56分11秒15 3分48秒85
9 17 日本オーチス・エレベータ株式会社 七代目running men 39分10秒 35分0秒43 4分9秒58
10 8 公益社団法人JAIFA東京協会 JAIFA東京協会 Ａ 40分0秒 35分43秒49 4分16秒52
11 13 東京海上日動メディカルサービス株式会社 TMS Cチーム 48分0秒 42分26秒48 5分33秒52
12 12 東京海上日動メディカルサービス株式会社 TMS Bチーム 48分0秒 42分14秒57 5分45秒43
13 10 公益社団法人JAIFA東京協会 JAIFA東京協会 Ｃ 40分0秒 34分6秒47 5分53秒53
14 15 日本オーチス・エレベータ株式会社 北関東選抜 33分33秒 26分40秒14 6分52秒86
15 20 日本スターウッド・ホテル株式会社 チームO.I.Y 39分0秒 32分3秒28 6分56秒72
16 28 リシュモンジャパン株式会社 深川ランナーズ 40分0秒 32分36秒19 7分23秒81
17 9 公益社団法人JAIFA東京協会 JAIFA東京協会 Ｂ 40分0秒 32分31秒75 7分28秒25
18 3 エドワーズライフサイエンス株式会社 Potencia 48分0秒 55分35秒72 7分35秒72
19 32 リシュモンジャパン株式会社　クロエ WE ♥ SBC 45分30秒 36分48秒86 8分41秒14
20 5 シーエーグループ（株式会社クリエイティブアルファ） シーエーグループ Bチーム 45分0秒 36分11秒15 8分48秒85
21 25 マーシュ アンド マクレナンカンパニーズ Running Stars 45分0秒 36分7秒33 8分52秒68
22 27 リシュモンジャパン株式会社 Hanzomon Runners(半蔵門ランナーズ） 35分0秒 25分30秒18 9分29秒82
23 11 東京海上日動メディカルサービス株式会社 TMS Aチーム 43分0秒 33分17秒9 9分42秒1
24 16 日本オーチス・エレベータ株式会社 六代目running men 32分0秒 21分39秒77 10分20秒23
25 7 シーエーグループ（株式会社クリエイティブアルファ） シーエーグループ Dチーム 40分0秒 29分0秒2 10分59秒8
26 23 マーシュ アンド マクレナンカンパニーズ AKH60 49分0秒 37分36秒79 11分23秒21
27 4 シーエーグループ（株式会社クリエイティブアルファ） シーエーグループ Aチーム 45分0秒 33分1秒57 11分58秒44
28 30 リシュモンジャパン株式会社　クロエ SEA＆RUN 45分0秒 31分22秒54 13分37秒46
29 22 PwC PRTMマネジメントコンサルタンツ Team PwC 60分0秒 46分2秒51 13分57秒49
30 6 シーエーグループ（株式会社クリエイティブアルファ） シーエーグループ Cチーム 50分0秒 35分38秒93 14分21秒8
31 29 リシュモンジャパン株式会社　クロエ MR＆MS Chloe 45分0秒 30分31秒3 14分28秒97
32 31 リシュモンジャパン株式会社　クロエ ＃chloeGIRLS 45分0秒 29分32秒36 15分27秒65

15km駅伝 記録表
順位 チーム

ナンバー 企業・団体名 チーム名 実走タイム

1 6 マーシュ アンド マクレナンカンパニーズ MMC　最年少’ｓ 1時間5分5秒22
2 5 マーシュ アンド マクレナンカンパニーズ 走りマーシュ 1時間5分20秒94
3 4 SON・東京 SSR65 1時間9分44秒94
4 2 あすか製薬V.Cマーガレット あすか製薬Ｂ 1時間10分12秒82
5 8 リシュモンジャパン株式会社　クロエ クルック―駅伝部 1時間11分21秒94
6 3 あすか製薬V.Cマーガレット あすか製薬Ｃ 1時間12分11秒1
7 7 リシュモンジャパン株式会社 Sumida and Tama river 1時間20分41秒65
8 1 あすか製薬V.Cマーガレット あすか製薬Ａ 1時間22分30秒94

区間賞 あすか製薬C 川手　健司　氏　  19分35秒

1

チャリティ

ウォーク   ランフェスティバル 2015 開催

宣言タイムレース 1位チームHonuHonu

宣言タイムレース 1位エドアン

15km駅伝レース 1位MMC最年少's
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　「いであ株式会社」は、河川・海岸、道路・都市

計画、橋梁などの社会基盤整備や環境保全に関

する総合コンサルタントとして、私たちにもおな

じみの東京湾アクアラインなど、多くの事業に関

わっています。福田ゆりさんは、その中の環境測

定事業部環境化学部で働いています。

▶ 汚れが残らないように気を付けています
　環境化学部長の近野良哉さんが、業務内容
を教えてくれました。「環境保全の環境分析
の分野で、川や海、湖から水を採取して、汚れ
ているか、きれいかなどを地道に分析してい
ます。福田さんは、分析に使うビンの洗いを
担当しています。ビンは繰り返し使いますか
ら、正確なデータを得るためには、きれいに
洗浄されていることが必要です」
　1日に洗うのは、プラスチックの1リッター
ビンや丸いポリビンなど、100本以上。福田
さんに日々の仕事について聞くと、「手袋をし
て水道水で洗って、純水できれいにします。
汚れが残らないように気を付けています」と
の答え。部長の近野さんが付け加えて、「軽作
業といっても、ブラシをかけたり、意外と握力
を使うのです。洗った後のビンは、安心して
使っています。現在は、特別に配慮しているこ
とはありません」
　世田谷区駒沢に本社新社屋が完成したの

は2000年。福田さんはその2年後に入社し
て、2016年4月で勤続14年目に入ります。就
職が決まった日のことを、いまもよく覚えてい
るそうです。「何日間か実習して、来てほしい
と言われました。とてもうれしかったです」

▶ 職場の「和」ができます
　福田さんの勤務時間は9時から15時。洗
い物の担当は、福田さんを含めて3人です。
　「大変なことはないです。仕事で困ったこ
とがあったら、社員の方が相談に乗ってくれま
す。仕事をしていて、楽しい。これからも働き
続けます」
　職場の飲み会にも参加。アルコールは飲
まないので、ジンジャエールで乾杯す
るとか。毎週日曜日には教会に通って
います。
　「教会の人たちと一緒におうどんを
作っています。昆布でダシをとって、さ
さみや油揚げを入れたりして、どこにも
ないものを売って、教会の維持費にし
ます。『おいしいね、またいつやるの？』
と聞かれます」
　10数年、同じ職場で働き続けられて
いることは、職場環境がいいからだと思
います。部長の近野さんは、「できるだ
け和気あいあいと仕事をしたい」と思っ

ているそうです。最後に、福田さんの存在に
ついてお聞きしました。
　「明るいので、周囲の雰囲気が明るくなりま
す。障害のある人がいることで、自然とみんな
の協力する体制ができるので、まわりの人たち
にとってもいいのかと思います。これからもい
ままで通り働き続けてくれたらと思います」
　「いであ」では、桑田大輝さん（バスケット
ボールプログラムに参加）も総務部で働き、障
害者の法定雇用率をクリアしています。
　福田さんの仕事場は、依頼先のプライバ
シーを守るため、部外者は入室禁止。今回は、
玄関前のツーショットを「大きく」載せました。
（合唱プログラムに参加）

働くアスリートたち

近野部長と福田さん
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田ゆりさん(50歳)第25回

今期も下記のとおり、各種チャリティイベントが実施されました。

SON・東京の活動は、たくさんの皆様に支えられています。

◎実施日／9月7日（月）
◎会場／我孫子ゴルフ倶楽部
◎参加人数／86名
◎チャリティ総額／680,000円

あの名門ゴルフ場で
10回目の開催となりました

チャリティ・ゴルフ大会

いつも“プロボウラーへの
挑戦”が人気です

半井清チャリティ・ボウリング大会

◎実施日／9月6日（日）
◎会場／東京ポートボウル
◎参加人数99名
◎チャリティ総額／104,500円

外資系金融機関が
SON・東京を応援！

インターバンク・ボウリング大会

◎実施日／8月20日（木）
◎会場／東京ポートボウル
◎参加人数／企業22名参加
（バークレーズ証券、BNPパリバ証券、シティグループ、ドイツ
銀行グループ、JPモルガン証券、UBS、ウェルズ・ファーゴ証券）

アスリート25名



今 後 の 予 定

事務局からのお知らせ 事務局は2015年12月29日(火)から2016年1月4日(月)まで年末年始休暇をいただきます。
9月30日付けで、事務局次長・上田真也が退職いたしました。6年半にわたり多くの方々に、たいへんお世話になりました。

【訃報】
当法人監事・田口弘明氏の奥様であり、アルペンスキー・プロ
グラムのマネージャーとしてご尽力いただいておりました田口
由美子様が、10月15日(木 )午後1時36分ご逝去されました。
享年65歳。ここに生前のご厚誼を深謝し謹んでご冥福をお祈
り申し上げます。
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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：1,601名
正会員数：1,049名
 （2015年11月30日現在）

　佑平は3人兄姉の末っ子として、東京の中央
区月島で生まれました。「もんじゃの町」として
ご存知の方も多いのではないでしょうか？
　3128グラム。母子共に元気で異常はなく、分
娩時間は90分と超スピード出産で、医師の立会
いが間に合わないかと助産師さんが慌ててい
たのを今でも記憶しています。安産で夜泣きも
せず一人遊びの好きなおとなしい世話のかか
らない子でした。年子の姉の育児もあり、とて
も親孝行な子でしたが、月齢が進み歩くように
なると壁に頭を打ちつけたり、全く言葉を発さ
ず多動になり、日々佑平を追いかけ回る日が続
くようになりました。ある時、気がつかないうち
に家を脱走して見つからず、最後に交番に行く
と佑平がいて、カツ丼を食べていたということも
ありました。
　1歳の頃から発達の遅れに悩んでいましたが
「男の子は言葉が遅いのよ」、「発達には個人差
があるから心配しないほうがいいわよ」という
助言に希望を持ち続けましたが、3歳になると
私の気持ちを誤魔化すことが出来なくなりまし
た。病院に行き、医師から障害があると診断さ
れた時は、「どうして私の子なの？」というショッ
クを受けました。ですが、なぜかほっとしている
自分もいました。それは、喋らないのも多動な
のも人混みが嫌いなのも、全部障害が原因だっ
たことがわかったからです。また、佑平が悪い

のではなく、私のしつけのせいでもなかったこ
とが分かり、本当に安堵しました。
　それからは気持ちを切り替え、佑平を理解し
ようと心がけました。偏食が激しく、食の細かっ
た子が小学校に入学すると、食に目覚め、食に
執着するようになりました。体型も小さなお相
撲さんのようになってしまい、先生からは「肥満
はお母さんの責任です」といわれ、何か運動さ
せなくてはと模索していたところ、スペシャル
オリンピックスに巡り会い、本当に幸運でした。
今では、6つのプログラムにエントリーし、ボラ
ンティアコーチ、アスリート、ファミリーの方々に

支えられ、週末は忙しく過ごしております。
　高校の選択を悩んでいた時、秩父にある私立
の寄宿学校のことを聞き、自立を考え、遠い学校
への入学を決断しましたが、私のリサーチ不足
で思っていた以上に規律が厳しく、運動に特化
した学校ということを入学後の体験で身をもっ
て知ることになりました。
　当初は、すごい学校に入れてしまったと後悔
していましたが、佑平はとても頑張りました。無
限の可能性があること、諦めない気持ち、努力
する大切さを佑平から教えてもらいました。入
学当初から、3年生の修学旅行での宮古島トラ
イアスロンを目指して頑張っていましたが、私
が体調を崩したため、2年生で転校させてしま
い、参加させてあげられなかったことが今でも
心残りです。
　子どもの特性や親の考え方、家庭環境は、千差
万別だと思います。どの親も子どもにとって何
が一番良いかと考えると思いますが、障害を持
つ子の親は特に思い悩むような気がします。今
は就労移行支援で作業所に通い、JRバス清掃、ト
イレ清掃と頑張っています。先日、東京都心身障
害者福祉就労支援センターで高い評価を得るこ
とができ、飲食店での実習では、とても褒めて頂
き、就労にむけて幅広い可能性が増えました。こ
れからも「佑平らしさ」を忘れず、優しく素直に生
きて欲しいと思います。佑平、20歳おめでとう。

20歳になりました！

渡辺佑平さん　1995年生まれ 2005年SO入会。現在ボウリン
グ、陸上競技、フロアホッケー、水泳競技、サッカーに参加中

アスリート:渡辺佑平さん　母：渡辺早苗さん

◎2月12日(金)～14日(日)
　2016年SO日本冬季ナショナルゲーム・新潟
◎3月6日(日)
　～あつまれバスケ好き～SONT Support Basketball Tournament 2016
◎3月12日(土)
　SON・東京2016年度定期総会＆事業報告会（WGロス＆NG新潟)
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