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前号でもお知らせしましたが、スペシャルオリン
ピックス日本・東京事務局は、新宿区西早稲田に
移転しました。
写真の通り、広い中庭のあるゆったりとした敷地
に建つビル（向って右）に入っています。お近くに
お越しの際は、お気軽にお立ち寄りください。

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2-3-18-75 号室
TEL.03-6380-3135 　FAX.03-6380-3136 
office@son-tokyo.or.jp（メールアドレスは変わりません）

◎東京メトロ東西線「早稲田」駅 徒歩 6 分 ◎東京メトロ副都心線「西早
稲田」駅 徒歩 10 分 ◎ JR 山手線「高田馬場」駅 徒歩 15 分 ◎都バス「西
早稲田」停留所 徒歩 2 分

バス路線 / 学 02（高田馬場駅前 - 早大正門）、早 77（新宿駅西口 - 早
稲田）、飯 64（小滝橋車庫前 - 九段下）、上 69（小滝橋車庫前 - 上野公園）
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Update

登録 アスリート数：1,682名

正会員数：1,033名

（2017 年 6 月 30 日現在）

おすわりの頃には、うすうす気づ いていまし
た。３人子育てのカンでした。でも、末っ

子で小さくてかわいいので、普段はそんなことは
忘れていました。やがてノートに渦巻きをたくさ
ん書きはじめ、2 歳から療育※ 1 に毎日通い、夕方
は姉を迎えに行くついでに園庭で遊ぶ、大忙しの
毎日でした。
　父親の転勤で、高知から奈良の幼稚園、愛知の
保育園と進み、どちらも加配※2 の先生が付いたこ
ともあり、好きな遊びを好きな教室でさせてもら
い、疲れたら快適な職員室でゴロゴロ昼寝。姉 2
人が、晃の相手をしてくれるのはありがたかった
のですが、2 人には友達との学校生活をしっかり
過ごしてもらいたかったので、晃は養護学校に通
わせることにしました。

養護学校では、「教えてください」（＝手伝って
ください）といえることが、自立の第 1 歩だと学び
ましたので、その言葉を「お母さん」より先に教え
ました。努力をしても苦手なことは他の人に頼
んで、自分は得意な事で生きていく。職業も社会
もそうなっているではありませんか。

その後、東京に移って入った特殊学級では、
上の学年にも首を突っ込むかたちで、興味

のあることを学習しました。漢字にも時間をかけ
ました。「漢字より着替えなどの身辺自立を」とい
う声も多かったですが、聞き流しました。「キケ
ン立ち入り禁止」は命を守ってくれる――視覚の
優位性は生活の大きな助けとなる、と信じていた

からです。その甲斐あってマニュアルが読めるよ
うになり、今ではパソコンやゲームを楽しく使い
こなしています。分からないことは辞書や図鑑で
調べます。手紙も書きます。そして楽譜もなんと
なく読めるので、SO の合唱で知り合ったアスリー
トたちとTacoというバンドを組み、協力してひと
つのものを作り上げることを学びました。

ある日、小学校の担任が頭を抱えて呟きまし
た。「晃はいろいろな引き出しを持ってい

て、中身もけっこう詰まっているんだけど、その引

き出しがなかなか開かないんだよなあ」。なるほ
どそういうものなのかと思い、引き出しが開くま
で、とことん付き合おうと思いました。そのうち
に、晃の頭の中には思いもよらない知識が点在
していると感じるようになり、この点と点をなめら
かにつないで線にして、さらに形にしてあげよう
と思いました。

SO には小 5 から参加しました。40 分授業し
か経験がなかったので 2 時間のプログラム

は我慢できず、バスケットや合唱ではボランティ
アに怒って掴みかかったり、イライラ、ゴソゴソし
たりしていました。しかし、体が大きくなるにつ
れ、だんだんと落ち着いてきて、今では木彫りプ
ログラムにも大きなケガもなく参加できていま
す。思い返すと、荒れた思春期のイライラを支え
たのはゲームでした。記憶力、決断力、実行力が
身に付き、それを武器に現在作業所で 20 種類以
上の仕事をこなしています。
　普段はおとなしい印象ですが、内には譲れな
いアツイものがあるようです。普段は優しくゆっ
たりと、でも今だ！という時には打って出られる人
になってほしいと思っています。そのためにも
SO のお力をお貸しください。みなさんこれから
もよろしくお願いします。

※ 1 療育 / 障害の子どもが、社会的に自立できるように取り
　   組む治療と教育のこと
※ 2 加配 / 成長の遅れや障害があると認められた子どもに、
　   保育・幼稚園の先生を通常より多く配置する国の制度

普段は優しく、今だ！というときは
打って出られる人に

栃下 晃さん●1993年生まれ　2004年 SON・東京入会
参加プログラム／木彫り、合唱、卓球

発表会で展示した木彫り作品（上から3段目・左から3列目）の前で

アスリート： 栃下  晃さん　母： 栃下章子さん

オーストリアでの世界大会の熱気がさめやらぬ 4 月 22 日
（土）、2 年に 1 度開催している冬季競技の地区大会が「江戸

川区スポーツランド・スケートリンク」で行われました。
　今回は、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 2 つの氷上競技のみの開催となりましたが、栃木、山
梨のアスリートを含めて、約 60 名が日頃の練習の成果を披露
しました。
　TBS アナウンサーの品田亮太さんの臨場感あふれる実況
の中、スペシャルオリンピックス日本理事長の有森裕子さん
や同ドリームサポーターの
安藤美姫さんなど、多くの
来賓の方々から大きな声援
をい た だき、アスリートは
それぞれのディビジョンで
素晴らしい滑り、演技を繰
り広げました。 特に、世界
大会に出場したアスリート
のこれまでよりも堂々とし
た姿は、その他のアスリー
トたちにとって大いに刺激
となったようでした。
　今大会の開催にあたり、
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、ご 協 力・ご
支援いただきました企業・
団 体 の 皆 様 に 感 謝 申し上
げます。
　なお、フロアホッケーは
別日程（12/16）での開催を
予定しています。

新 事 務 局 の お 知 らせ
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東京選手団は貴重な、
大きな経験を積み、無事帰国。
今後はまた日頃の
トレーニングに励んでいきます。
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www.facebook.com/specialolympicsnippontokyo
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聖火はリンク外1周を2人で、
リンク内1周を2人でリレーしました

スピードスケート／他地区アスリートとの競い合いも

フィギュアスケート／最後はピシッとポーズを決める

スピードスケート／最後まで続くデッドヒート

フィギュアスケート／華麗な滑りに大きな拍手が

1

冬季世界大会
オーストリア

応援ありがとうございました！
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ユニス・ケネディ・シュライバー・デーで、
「ユニファイド・バスケットボール」を実施

　東京電力の特例子会社「東電ハミングワーク」
（本 社・日野 市、2008 年 設 立）は、印 刷・清 掃・

園芸・計器・ビジネスサポート・リユースの各事
業部で、107 名の障害者の人たちが働いていま
す。齊藤瑞翔さんが所属するビジネスサポート
事業部は、新橋・東尾久・竹芝・百草と4 つのセ
ンターがあり、東京電力の事務補助を行ってい
ます。齋藤さんが勤務する、東電本社 12 階の新
橋センターを訪ねました。

▶ 園芸事業部から異動。 仕事は楽しい！
　齊藤さんは田無特別支援学校卒業後、2009
年に入社して、百草センターの園芸事業部で花
壇の手入れなどを担当後、2015 年に現在の職
場に異動しました。「話を聞いたときは不安で
いっぱいでしたが、やってみたら楽しかった」と
のこと。
　今は 2 人の指導者の下、7 人のスタッフが一
緒に働いています。メインの仕事は、2~14 階

のフロアをまわり、
コピー用紙の補充、
シュレッダ ー 袋 の
交換やシュレッダー
ダストの回収、会議
テーブルのセッティ
ングなど。加えて齊
藤さんは、封入作業

や社内便用の封筒の宛名シート貼りなども担当
しています。

「仕事はすぐ慣れました。ミスなく、仕事をす
るよう気を付けています。コピー用紙の補充と
封筒の宛名シートを貼る仕事が好きです」
　上司の望月翼課長は、齊藤さんの仕事ぶりを
評価しています。

「異動は頻繁にあるわけではないのですが、
ベテランになってきたスタッフは、あえて異動を
経験させ、新しいスキルを身に付けてもらうよ
うにしています。齊藤さんの一番の強みは、仕
事の丁寧さ。フロアが広く担当も多いので、覚
えることはたくさんありますが、品質にムラがな
く、作業もれがないのが強みですね」

▶ 後輩の育成を期待しています
　新橋センターでは、年金関連の明細や退職
する方のセミナー資料など、東京電力の個人
情報を扱う仕事も受けています。この職場に
来て 6 年目になる望月さんですが、障害のある
人には今も驚かされることがたびたびあると
いいます。
　「一番驚いたのは、データ処理のような、で
きるようになるまで時間がかかる仕事も、1 回
理解してしまえば一変する。東京電力の社員
がやっているのと変わりない仕事ぶりで、いつ
もすごいなぁと思います」

　齊藤さんも最近は、データ入力の仕事をする
ようになりました。東京電力で不要になった
備品や過剰備品などの仕分けをし、パソコンに
データを入力。社内の備品再利用につなげま
す。「パソコンの入力は得意です。家で練習し
ました」と、少し誇らしげです。
　始業は 8 時 40 分。最寄りの中央線武蔵境駅
から新橋駅までは通勤ラッシュで大変だとか。

「夢は、田舎暮らし。都会が苦手なので……」
といいますが、それは遠い将来の夢かな？

「ここでの仕事もほぼできるようになってきた
ので、これからは後輩の育成に関わってくれる
ことを期待しています」と望月さん。その期待
にぜひ応えてください！

（2005 年 SON・東京に登録。現在はバレーボー
ルプログラムに参加）

働くアスリートたち

優しい笑顔の望月翼課長（右）も「仕事が丁寧」と齊藤さんを評価
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WORKING
ATHLETES 齊藤瑞翔さん（26 歳）第30回

高校生パートナーの参加でおおいに盛り上がりました

▲【アスリート会】買い物の練習風景を披露 ▲【ダンス】楽しい振り付けで会場がひとつに！

▲【全員集合】最後は恒例の写真撮影

▲司会はアスリートの横山達也さんと笠原庸介さんが担当

▲【合唱】ラヴェルの「ボレロ」を独唱、最後は全員で▲【木彫り】宇宙をテーマにした作品をユニークに紹介

▲細川佳代子 SO日本名誉会長も応援に来てくれました

◀︎【ゲスト】

神谷たえさんの素敵なパフォーマンス

▲【絵画】音楽に合わせて「花」を描いた
　作品を紹介

▲【Let'sPlay&Sing!】手話や振り付けで気持ちを表現

プロの俳優・声優・
ナレーターの渡辺
克己さんによるス
ピーチ指導

スペシャルオリンピックス創設者の功績を記念す
る「EKS（ユニス・ケネディ・シュライバー）デー」。昨
年までは、9月の第 4 土曜日でしたが、今年から毎年
7月20日に固定し、名称も”EKS”とは略さず「ユニス・
ケネディ・シュライバー・デー」と正しく呼ぶことにな
りました。そこで SON・東京ではこの日、毎週木曜
日夕方に実施しているバスケットボール世田谷会
場の練習を、一般にも開放し、ユニファイド・スポー
ツ・イベントを実施しました。

ちなみに、7月20日は何の日かご存知ですか？今
から49 年前の 1968 年 7 月20日、シカゴでスペシャ
ルオリンピックスの第 1 回夏季国際大会が開催さ
れました。SO 活動にとっての重要な第一歩を刻ん
だ日を、創設者の功績を振り返る記念日にしましょ
うというのが、今回の変更の主旨です。

　SON・東京では、本年 4 月よりアスリートリーダー
を育成する「アスリート・リーダーシップ・プログラ
ム」を開始しました。

アスリートリーダーとは、アスリート自らが SO の
スポークスマンとなり、各種イベントでスピーチを
したり、支援者の獲得のために企業や行政、スポー
ツ施設などを訪問したりする役割を担います。ま
た、コーチとしてプログラムに参加したり、運営委
員や理事として組織運営にも関わったりもします。
2017 年は初年度のため試行的に４組５名で行っ
ています。

この活動の一環として、本年 8 月5日（土）愛知県
で開催されるスペシャルオリンピックス日本のナシ
ョナル・ミーティングで、アスリートリーダーの１人
中村暢康さんが、全国の仲間の前で、自らの「アス
リート・ストーリー」を語ります。みんなで応援しま
しょう。

　6 月11日（日）、SON・東京のオフィシャル・スポン
サー「シティ・グループ」が開催する「グローバル・コ
ミュニティ・デー」に、今年もボウリング・プログラム
のアスリートが参加 ･ 協力しました。これは、全世
界 91 カ国 500 以上の都市において、10 万人を超え
る社員とその家族が様々なボランティア活動に従
事するというイベント。日本では、1,000 人が 8 種
類のボランティア活動に参加したそうです。
　SON・東京では、2012 年からこのイベントに協力
しています。例年の実施で、アスリートたちも外国
人を含む様々なビジネスパーソンとの交流を楽し
めるようになっているようで、今後もこうした関係を
継続していけることを望んでいます。

　7 月 16 日（日）、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、「第 6 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」が開催されました。

PCスキルは独学で

アスリート・リーダーシップ・プログラム
（ALPs）スタート！

今年もシティ
「グローバル・コミュニティ・デー」に協力

　ゲストは、知的障害をともなう自閉症であり
ながら、ホットジェネレーションミュージカルの
主演を務める神谷たえさん。仲間と共にミュー
ジカルの素晴らしさ、楽しさを伝え、会場の人

たちを感動させました。
　続いて、各プログラムの発表です。「絵画」、

「木彫り」は、展示スペースでの作品展示と、舞
台では独特の世界観を発表しました。「合唱」
は、アスリート一人一人の独唱から最後は全員
のハーモニーで、ボレロを歌い上げました。
　「Let’s Play & Sing!」 は、歌に合わせて振り
付けをしながら、歌いました。「アスリート会」
は、日ごろの活動内容を『お買い物ごっこ』とい
う形で発表しました。「ダンス」は、ノリノリで
楽しく踊り、最後のドレミのうたは会場の人た
ちと一緒に盛り上がりました。「バレエ・エクサ
サイズ」は、ホワイエにて活動内容の「写真展
示」を行いました。
　外のうだるような暑さとともに、小ホール内
も熱気ムンムンでしたが、誰ひとりとして具合
が悪くなる人もおらず、2 年に 1 回の発表会を
無事に終えることができました。

「第 6 回文化プログラム合同発表会」を開催！
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ユニス・ケネディ・シュライバー・デーで、
「ユニファイド・バスケットボール」を実施

　東京電力の特例子会社「東電ハミングワーク」
（本 社・日野 市、2008 年 設 立）は、印 刷・清 掃・

園芸・計器・ビジネスサポート・リユースの各事
業部で、107 名の障害者の人たちが働いていま
す。齊藤瑞翔さんが所属するビジネスサポート
事業部は、新橋・東尾久・竹芝・百草と4 つのセ
ンターがあり、東京電力の事務補助を行ってい
ます。齋藤さんが勤務する、東電本社 12 階の新
橋センターを訪ねました。

▶ 園芸事業部から異動。 仕事は楽しい！
齊藤さんは田無特別支援学校卒業後、2009

年に入社して、百草センターの園芸事業部で花
壇の手入れなどを担当後、2015 年に現在の職
場に異動しました。「話を聞いたときは不安で
いっぱいでしたが、やってみたら楽しかった」と
のこと。
　今は 2 人の指導者の下、7 人のスタッフが一
緒に働いています。メインの仕事は、2~14 階

のフロアをまわり、
コピー用紙の補充、
シュレッダ ー 袋 の
交換やシュレッダー
ダストの回収、会議
テーブルのセッティ
ングなど。加えて齊
藤さんは、封入作業

や社内便用の封筒の宛名シート貼りなども担当
しています。
　「仕事はすぐ慣れました。ミスなく、仕事をす
るよう気を付けています。コピー用紙の補充と
封筒の宛名シートを貼る仕事が好きです」
　上司の望月翼課長は、齊藤さんの仕事ぶりを
評価しています。
　「異動は頻繁にあるわけではないのですが、
ベテランになってきたスタッフは、あえて異動を
経験させ、新しいスキルを身に付けてもらうよ
うにしています。齊藤さんの一番の強みは、仕
事の丁寧さ。フロアが広く担当も多いので、覚
えることはたくさんありますが、品質にムラがな
く、作業もれがないのが強みですね」

▶ 後輩の育成を期待しています
新橋センターでは、年金関連の明細や退職

する方のセミナー資料など、東京電力の個人
情報を扱う仕事も受けています。この職場に
来て 6 年目になる望月さんですが、障害のある
人には今も驚かされることがたびたびあると
いいます。
　「一番驚いたのは、データ処理のような、で
きるようになるまで時間がかかる仕事も、1 回
理解してしまえば一変する。東京電力の社員
がやっているのと変わりない仕事ぶりで、いつ
もすごいなぁと思います」

　齊藤さんも最近は、データ入力の仕事をする
ようになりました。東京電力で不要になった
備品や過剰備品などの仕分けをし、パソコンに
データを入力。社内の備品再利用につなげま
す。「パソコンの入力は得意です。家で練習し
ました」と、少し誇らしげです。
　始業は 8 時 40 分。最寄りの中央線武蔵境駅
から新橋駅までは通勤ラッシュで大変だとか。
　「夢は、田舎暮らし。都会が苦手なので……」
といいますが、それは遠い将来の夢かな？
　「ここでの仕事もほぼできるようになってきた
ので、これからは後輩の育成に関わってくれる
ことを期待しています」と望月さん。その期待
にぜひ応えてください！

（2005 年 SON・東京に登録。現在はバレーボー
ルプログラムに参加）

働くアスリートたち

優しい笑顔の望月翼課長（右）も「仕事が丁寧」と齊藤さんを評価
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WORKING
ATHLETES 齊藤瑞翔さん（26 歳）第30回

高校生パートナーの参加でおおいに盛り上がりました

▲【アスリート会】買い物の練習風景を披露 ▲【ダンス】楽しい振り付けで会場がひとつに！

▲【全員集合】最後は恒例の写真撮影

▲司会はアスリートの横山達也さんと笠原庸介さんが担当

▲【合唱】ラヴェルの「ボレロ」を独唱、最後は全員で▲【木彫り】宇宙をテーマにした作品をユニークに紹介

▲細川佳代子 SO日本名誉会長も応援に来てくれました

◀︎【ゲスト】

神谷たえさんの素敵なパフォーマンス

▲【絵画】音楽に合わせて「花」を描いた
　作品を紹介

▲【Let'sPlay&Sing!】手話や振り付けで気持ちを表現

プロの俳優・声優・
ナレーターの渡辺
克己さんによるス
ピーチ指導

スペシャルオリンピックス創設者の功績を記念す
る「EKS（ユニス・ケネディ・シュライバー）デー」。昨
年までは、9月の第 4 土曜日でしたが、今年から毎年
7月20日に固定し、名称も”EKS”とは略さず「ユニス・
ケネディ・シュライバー・デー」と正しく呼ぶことにな
りました。そこで SON・東京ではこの日、毎週木曜
日夕方に実施しているバスケットボール世田谷会
場の練習を、一般にも開放し、ユニファイド・スポー
ツ・イベントを実施しました。
　ちなみに、7 月20日は何の日かご存知ですか？今
から49 年前の 1968 年 7 月20日、シカゴでスペシャ
ルオリンピックスの第 1 回夏季国際大会が開催さ
れました。SO 活動にとっての重要な第一歩を刻ん
だ日を、創設者の功績を振り返る記念日にしましょ
うというのが、今回の変更の主旨です。

　SON・東京では、本年 4 月よりアスリートリーダー
を育成する「アスリート・リーダーシップ・プログラ
ム」を開始しました。
　アスリートリーダーとは、アスリート自らが SO の
スポークスマンとなり、各種イベントでスピーチを
したり、支援者の獲得のために企業や行政、スポー
ツ施設などを訪問したりする役割を担います。ま
た、コーチとしてプログラムに参加したり、運営委
員や理事として組織運営にも関わったりもします。
2017 年は初年度のため試行的に４組５名で行っ
ています。
　この活動の一環として、本年 8 月5日（土）愛知県
で開催されるスペシャルオリンピックス日本のナシ
ョナル・ミーティングで、アスリートリーダーの１人
中村暢康さんが、全国の仲間の前で、自らの「アス
リート・ストーリー」を語ります。みんなで応援しま
しょう。

　6 月11日（日）、SON・東京のオフィシャル・スポン
サー「シティ・グループ」が開催する「グローバル・コ
ミュニティ・デー」に、今年もボウリング・プログラム
のアスリートが参加 ･ 協力しました。これは、全世
界 91 カ国 500 以上の都市において、10 万人を超え
る社員とその家族が様々なボランティア活動に従
事するというイベント。日本では、1,000 人が 8 種
類のボランティア活動に参加したそうです。
　SON・東京では、2012 年からこのイベントに協力
しています。例年の実施で、アスリートたちも外国
人を含む様々なビジネスパーソンとの交流を楽し
めるようになっているようで、今後もこうした関係を
継続していけることを望んでいます。

7 月 16 日（日）、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、「第 6 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」が開催されました。

PCスキルは独学で

アスリート・リーダーシップ・プログラム
（ALPs）スタート！

今年もシティ
「グローバル・コミュニティ・デー」に協力

ゲストは、知的障害をともなう自閉症であり
ながら、ホットジェネレーションミュージカルの
主演を務める神谷たえさん。仲間と共にミュー
ジカルの素晴らしさ、楽しさを伝え、会場の人

たちを感動させました。
　続いて、各プログラムの発表です。「絵画」、

「木彫り」は、展示スペースでの作品展示と、舞
台では独特の世界観を発表しました。「合唱」
は、アスリート一人一人の独唱から最後は全員
のハーモニーで、ボレロを歌い上げました。

「Let’s Play & Sing!」は、歌に合わせて振り
付けをしながら、歌いました。「アスリート会」
は、日ごろの活動内容を『お買い物ごっこ』とい
う形で発表しました。「ダンス」は、ノリノリで
楽しく踊り、最後のドレミのうたは会場の人た
ちと一緒に盛り上がりました。「バレエ・エクサ
サイズ」は、ホワイエにて活動内容の「写真展
示」を行いました。
　外のうだるような暑さとともに、小ホール内
も熱気ムンムンでしたが、誰ひとりとして具合
が悪くなる人もおらず、2 年に 1 回の発表会を
無事に終えることができました。

「第 6 回文化プログラム合同発表会」を開催！



SON・東京オフィシャルスポンサー

冬季地区大会［氷上競技］開催！
2017年 第5回 スペシャルオリンピックス日本・東京
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前号でもお知らせしましたが、スペシャルオリン
ピックス日本・東京事務局は、新宿区西早稲田に
移転しました。
写真の通り、広い中庭のあるゆったりとした敷地
に建つビル（向って右）に入っています。お近くに
お越しの際は、お気軽にお立ち寄りください。

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2-3-18-75 号室
TEL.03-6380-3135 　FAX.03-6380-3136 
office@son-tokyo.or.jp（メールアドレスは変わりません）

◎東京メトロ東西線「早稲田」駅 徒歩 6 分 ◎東京メトロ副都心線「西早
稲田」駅 徒歩 10 分 ◎ JR 山手線「高田馬場」駅 徒歩 15 分 ◎都バス「西
早稲田」停留所 徒歩 2 分

　バス路線 / 学 02（高田馬場駅前 - 早大正門）、早 77（新宿駅西口 - 早
稲田）、飯 64（小滝橋車庫前 - 九段下）、上 69（小滝橋車庫前 - 上野公園）
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Update

登録 アスリート数：1,682名

正会員数：1,033名

（2017 年 6 月 30 日現在）

おすわりの頃には、うすうす気づ いていまし
た。３人子育てのカンでした。でも、末っ

子で小さくてかわいいので、普段はそんなことは
忘れていました。やがてノートに渦巻きをたくさ
ん書きはじめ、2 歳から療育※ 1 に毎日通い、夕方
は姉を迎えに行くついでに園庭で遊ぶ、大忙しの
毎日でした。
　父親の転勤で、高知から奈良の幼稚園、愛知の
保育園と進み、どちらも加配※2 の先生が付いたこ
ともあり、好きな遊びを好きな教室でさせてもら
い、疲れたら快適な職員室でゴロゴロ昼寝。姉 2
人が、晃の相手をしてくれるのはありがたかった
のですが、2 人には友達との学校生活をしっかり
過ごしてもらいたかったので、晃は養護学校に通
わせることにしました。
　養護学校では、「教えてください」（＝手伝って
ください）といえることが、自立の第 1 歩だと学び
ましたので、その言葉を「お母さん」より先に教え
ました。努力をしても苦手なことは他の人に頼
んで、自分は得意な事で生きていく。職業も社会
もそうなっているではありませんか。

その後、東京に移って入った特殊学級では、
上の学年にも首を突っ込むかたちで、興味

のあることを学習しました。漢字にも時間をかけ
ました。「漢字より着替えなどの身辺自立を」とい
う声も多かったですが、聞き流しました。「キケ
ン立ち入り禁止」は命を守ってくれる――視覚の
優位性は生活の大きな助けとなる、と信じていた

からです。その甲斐あってマニュアルが読めるよ
うになり、今ではパソコンやゲームを楽しく使い
こなしています。分からないことは辞書や図鑑で
調べます。手紙も書きます。そして楽譜もなんと
なく読めるので、SO の合唱で知り合ったアスリー
トたちとTacoというバンドを組み、協力してひと
つのものを作り上げることを学びました。

ある日、小学校の担任が頭を抱えて呟きまし
た。「晃はいろいろな引き出しを持ってい

て、中身もけっこう詰まっているんだけど、その引

き出しがなかなか開かないんだよなあ」。なるほ
どそういうものなのかと思い、引き出しが開くま
で、とことん付き合おうと思いました。そのうち
に、晃の頭の中には思いもよらない知識が点在
していると感じるようになり、この点と点をなめら
かにつないで線にして、さらに形にしてあげよう
と思いました。

SO には小 5 から参加しました。40 分授業し
か経験がなかったので 2 時間のプログラム

は我慢できず、バスケットや合唱ではボランティ
アに怒って掴みかかったり、イライラ、ゴソゴソし
たりしていました。しかし、体が大きくなるにつ
れ、だんだんと落ち着いてきて、今では木彫りプ
ログラムにも大きなケガもなく参加できていま
す。思い返すと、荒れた思春期のイライラを支え
たのはゲームでした。記憶力、決断力、実行力が
身に付き、それを武器に現在作業所で 20 種類以
上の仕事をこなしています。
　普段はおとなしい印象ですが、内には譲れな
いアツイものがあるようです。普段は優しくゆっ
たりと、でも今だ！という時には打って出られる人
になってほしいと思っています。そのためにも
SO のお力をお貸しください。みなさんこれから
もよろしくお願いします。

※ 1 療育 / 障害の子どもが、社会的に自立できるように取り
組む治療と教育のこと

※ 2 加配 / 成長の遅れや障害があると認められた子どもに、
保育・幼稚園の先生を通常より多く配置する国の制度

普段は優しく、今だ！ というときは
打って出られる人に

栃下 晃さん●1993年生まれ　2004年 SON・東京入会
参加プログラム／木彫り、合唱、卓球

発表会で展示した木彫り作品（上から3段目・左から3列目）の前で

アスリート： 栃下  晃さん　母： 栃下章子さん

オーストリアでの世界大会の熱気がさめやらぬ 4 月 22 日
（土）、2 年に 1 度開催している冬季競技の地区大会が「江戸
川区スポーツランド・スケートリンク」で行われました。

今回は、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 2 つの氷上競技のみの開催となりましたが、栃木、山
梨のアスリートを含めて、約 60 名が日頃の練習の成果を披露
しました。

TBS アナウンサーの品田亮太さんの臨場感あふれる実況
の中、スペシャルオリンピックス日本理事長の有森裕子さん
や同ドリームサポーターの
安藤美姫さんなど、多くの
来賓の方々から大きな声援
をい た だき、アスリートは
それぞれのディビジョンで
素晴らしい滑り、演技を繰
り広げました。 特に、世界
大会に出場したアスリート
のこれまでよりも堂々とし
た姿は、その他のアスリー
トたちにとって大いに刺激
となったようでした。

今大会の開催にあたり、
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、ご 協 力・ご
支援いただきました企業・
団 体 の 皆 様 に 感 謝 申し上
げます。

なお、フロアホッケーは
別日程（12/16）での開催を
予定しています。

新 事 務 局 の お 知 らせ

ア
ク
セ
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東京選手団は貴重な、
大きな経験を積み、無事帰国。
今後はまた日頃の
トレーニングに励んでいきます。
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www.facebook.com/specialolympicsnippontokyo
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聖火はリンク外1週を2人で、
リンク内1週を2人でリレーしました

スピードスケート／他地区アスリートとの競い合いも

フィギュアスケート／最後はピシッとポーズを決める

スピードスケート／最後まで続くデッドヒート

フィギュアスケート／華麗な滑りに大きな拍手が

1

冬季世界大会
オーストリア

応援ありがとうございました！
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