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Update

登録 アスリート数：1,872名

正会員数：983名

（2021年10月31日現在）

　「2020年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」が、新型コロナウイルス

感染拡大の影響で、開催直前で中止になってから

約1年半。10月1日の「緊急事態宣言」解除で、全

プログラムの活動がようやく再開され、アスリート、

ボランティア、パートナー、ファミリーの笑顔が広がっ

ています。

　再開にあたって SON・東京では、2週間の体温と

日々の体調について記入した「健康チェックシート」

の持参を義務づけるなど、新型コロナウイルス感

染防止のために厳格なルールを設けています。そ

の甲斐もあって11月末現在、1人の感染者を出す

こともなく、各プログラムは順調に行われています。

すべてのルールを厳守し、感染対策に真剣に取り

組む皆様のお陰と、心より感謝しております。

　さて、かくいう私もフィギュアスケートのコーチ

として、活動再開を心待ちにしていた一人です。フィ

ギュアスケートは、距離を保ってトレーニングでき

る競技ではありますが、会場の行き帰りやトレー

ニングの合間など、どこに感染のリスクが潜んでい

るかわかりません。もちろん、接触せざるを得ない

競技はなおのこと、今後も引き続き SON・東京で

決めた感染予防のためのルールをしっかりと守り、

あせらず安全にプログラムを継続していきましょう。

◦たかぎ・さちこ
外 資 系 企 業 を 定 年 退 職 後、認 定
NPO 法人「Hands On Tokyo」の事
務局長 を 経 て、現理事。同法人 が
SON・東京の活動を支援しているこ
とがきっか けとなり、SON・東京 の
プログラムにも関わるようになる。

「参加して約8年。フィギュアスケー
トは学生時代以来、40年のブランク
がありましたが、昔やっていたこと
を教えられること、私にもできるこ
とがあるというのがうれしいです」

左から鈴木大介氏、実行委員・根岸眞子氏、藤原道山氏、
水谷川優子氏、真壁理SON・東京理事長、山井綱雄氏

◦チャリティーゴルフ大会／ 9 月 6 日（月）

恒例の「第 15 回スペシャルオリンピッ
クス日本・東京支援チャリティーゴルフ
大会」が、名門・我孫子ゴルフ倶楽部に
て開催されました。

コロナ禍のため懇親会の開催を控え、
酒類の提供もありませんでしたが、万全
の感染対策のお陰で、参加者の方々の
不安もかなり軽減されたようです。また
天候も、多少の降雨があったものの大き
く崩れることもなく、皆さん気持ちの良
い一日を過ごされていました。
　 今 回 の チャリティー 金 は、開 催 経 費
を差し引いた後、全額スペシャルオリン
ピックス日本・東京に寄付されます。

◦チャリティコンサート／ 10 月 10 日（日）

1 年の延期を経た後、スペシャルオリ
ンピックス日本・東 京 支 援 チャリティ・
ガ ラ・コン サ ート「 太 陽 の 東 × 西 の 月
2021」が、千代田区の紀尾井ホールにて
開催されました。
　出演は、尺八の藤原道山氏、ギターの
鈴木大介氏、チェロそしてこのコンサー
トの 音 楽 監 督でもある水 谷 川 優 子 氏。
これに金春流シテ方能楽師の山井綱雄
氏をスペシャルゲストとして迎え、各氏
の素晴らしい演奏に加え、東西の音楽が
融合する独創的なハーモニーが客席を
満たしました。
　緊急事態宣言の解除に加え、ホール
の多大な協力と実行委員会の徹底した

感染対策もあり、混乱もなく無事幕を下
ろすことができたようです。
　こちらも収益の一部は、SON・東京の
活動推進のために寄付されます。

「みんなのスポーツ」で SON・東京を紹介。YouTubeも配信中

　現在、東京都人権プラザにて「みんなの
スポーツー可能性のフィールドへ」という企
画展が開かれています。
　ここでは SON・東京に加え、聴覚障害者を
対象とした「デフリンピック」、先端技術を応
用した電動車いす等の性能を競う「サイバ
スロン」が紹介されており、みんながスポー
ツに参加できる社会について考えるきっか
け作りをしています。
　他の障害者スポーツを知るよい機会でも

あります。素敵なバナーで飾られた会場に、
ぜひ足をお運びください。開催は 12 月 24
日 ( 金 ) までなので、お早めに。
　また、今回の企画展に合わせ 10 月 31 日
(日)には、YouTubeで配信する動画を収録。
フロアホッケー江東会場のキャプテン渡邉
大輔さんと主任コーチの森本利彦さん、事
務局の増田絵里さんが、揃ってこれに臨み
ました。
　何台ものカメラに囲まれ、最初は緊張気

味の 3 人でしたが、撮影が始まるとスペシャ
ルオリンピックスの紹介、関わったきっかけ、
活動を通して成長したことなど、その魅力を
伝えました。そして、知的障害のある人・な
い人、すべての人がいきいきと過ごしていけ
る社会に向けて、ともに歩んでいきましょう
と呼びかけ、無事に収録を終えました。
　 現 在、東 京 都 人 権 啓 発 センター の 公 式
チャンネルで配信中。こちらも、ぜひご覧く
ださい。
https://www.youtube.com/watch?
v=miGa7MCQuQw

「みんなのスポーツ
ー可能性のフィールドへ」企画展

◦場所／東京都人権プラザ
(港区芝2-5-6 芝256スクエアビル1・2階)

◦開館時間／ 9:30 ～ 17:30 日曜日休館
※入場無料。ただし、館内が密集状態になら

ないよう、入館制限を行う場合があります。

◦アクセス／都営三田線・芝公園駅 A1 出口
から徒歩 3 分、都営浅草線・都営大江戸
線・大門駅 A3 出口徒歩 7 分

SON・東京を支援する2つのチャリティ・イベント

東京山王ロータリークラブ

www.facebook.com/specialolympicsnippontokyo

活動が再開しました。しかし、あせらず安全を心がけましょう
認定特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・東京  副理事長　髙木幸子

今 後 予 定の

◎3月12日（土）：　認定 NPO 法人 SON・東京 2022年度定期総会 年末年始休暇：12月29日（水）～1月4日（火）
事務局から

お知らせ

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。
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▪オンライン ウォーク & ラン 2021 結果表
達 成 距 離 組 企 業 名 チ ー ム 名 アスリート

1,809ｋｍ 赤

エドワーズライフサイエンス くまもんの旅

片岡真梨
柴田瑛
野田友弥
藤波琢磨

東京海上日動キャリアサービス
チーム ファイトⅣ
おじゃる丸と仲間たち

日本オーチス・エレベータ
kanagawa ひよこ
関東支店 A 代表

マーシュアンドマクレナンカンパニーズ
チーム Osaka
チーム PPAP

日本新薬労働組合 LOVE NS!! ～千里の道も一歩から～

1,692ｋｍ 白

エドワーズライフサイエンス かおりと友達ズ
梶山拓真
錦織彩乃
布施純
森本拓哉
吉原圭輔

生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会  東京協会 JAIFA 東京協会「宙組」
東京海上日動キャリアサービス TCS・チーム F
東京海上日動ベターライフサービス みずたまマラソン部

日本オーチス・エレベータ
kanagawa たまご
SITO バチ

マーシュアンドマクレナンカンパニーズ IC 精鋭メンバーですぞ

1,727ｋｍ 黄

生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会  東京協会 JAIFA 東京協会「星組」

長島心之介
橋本武
松野遼
三好悠治

エドワーズライフサイエンス Life is run
新日本空調 おしおきだべさ～
東京海上日動キャリアサービス キャリぴょん A チーム
東京海上日動ベターライフサービス チーム IWASA
日本オーチス・エレベータ チーム城東
マーシュアンドマクレナンカンパニーズ ろっこつの会

1,289ｋｍ 青

生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会  東京協会 JAIFA 東京協会「月組」

鬼頭良平
清水真司
清水菜奈子
山内隆介

東京海上日動キャリアサービス
with B
チーム★虹うさぎ

東京海上日動メディカルサービス TMS
日本オーチス・エレベータ 森の妖精

マーシュアンドマクレナンカンパニーズ
Runaway
Bridge to Glory

対面による活動が再開しました！
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「オンライン ウォーク＆ラン2021」を実施
　11 月 13 日 ( 土 ) ～ 21 日 ( 日 ) の 9 日 間、
SON・東京の恒例イベント「ウォーク＆ラン

（W&R）」が、2年 ぶりに オンライン な がら
復活を果たしました。
　今回は、参加者各自が日々歩いたり走っ
たりした距離を合計して、SON 第１回全国
大会開催地の熊本から、以降の開催地を巡
りながらゴールである東京へ向う、という内
容。日々の到達距離などは、Twitter で、毎
日お知らせするという形を取りました。
　SON・東京にとって W&R フェスティバル
は、15年以上に及んで実施してきた恒例イ
ベント。支援企業・団体とアスリート(SON・
東京に所属する知的障害のある人 ) がチー
ムを組み、駅伝方式で事前に申告したゴー
ルタイムにいかに近づけるかを競い合いま
す。日常トレーニングや競技会などに参加
するのが難しい支援企業・団体の方々が、ア
スリートと交流できる絶好の機会と好評を
いただいてきました。

コロナ禍により2020年はやむなく中止と
しましたが、今年こそは再開したいというボ
ランティア委員会の熱意が、オンラインによ
るイベントとして復活させました。もちろん
ルール等は恒例の W&Rとは異なりますが、
アスリートを加えたチーム (4組対抗 ) で競
い合うというところに、これまで大切にして
きた「アスリートとの交流」という特徴を残
しています。
　また開会式と閉会式では、オフィシャルス
ポンサーの株式会社クラフティのご協力に
より、Zoom+YouTube による 生中継 を 実
現。ここでも、ブレイクアウト・ルームによる
交流会を行い、SON・東京ならではのイベン
トらしさを実現しました。
　結果は、思いのほか参加者全員が頑張っ
たことで、終了3日前 に は 目標達成。急遽
ルートを延長し、スタート地点の熊本に戻
るという目標を追加しましたが、こちらも全
員一丸となった追い込みにより、見事達成。

トータルの走行 & 歩行距離は、6,587.39km
にまで及びました。組対抗の結果は別表の
通りです。
　結果にかかわらず、すべてのチームメン
バーそしてアスリートたちが、日々の W&R
を楽しみ、Twitter での報告をどきどきしな
がら見つめている様子に、久しぶりのイベ
ントの盛り上がりを痛感しました。皆さん、
お疲れ様でした。

※チームからご寄付いただいた参加費は、これ
からのアスリートたちのスポーツ活動に、大切
に使わせていただきます。

競技チアのユニフォームをご寄贈いただきました

フィギュアスケート
副主任コーチ・髙木幸子さん

　活動再開で一番心配だったのは、怪我で
す。技術は覚えているのですが、体がつい
ていかない。筋力とバランス感覚が衰え、
氷を押さえる力がなくなっているのです。2
年間のブランクは大きく、エッジを使った正
しい滑り方の練習から始めましたが、雰囲
気は以前と同じで、アスリートは休止期間が
なかったように、楽しそうに滑っています。

卓球
荒川会場 副主任コーチ・中井 秀行さん

  アスリートからの「お久しぶりです」という
挨拶があちこちから聞こえ、再会を喜んで
いる空気が生まれています。ただ「お久し
ぶりです」の後には、小さめの声でつぶやく

「どうも」が付いており、嬉しさと共に久し
ぶりの再会に照れる様子も感じられました。
とはいえ、その日の練習の振り返りをした

10 月から緊急事態宣言が解除されたことに伴い、SON・東京の各
スポーツプログラムも、ようやく対面での活動が可能になりました。
アスリートたちの喜びと、コーチからの感想を紹介します。

際には、照れを払拭して自らの心境を語る
までになり、アスリートとコーチが活発にコ
ミュニケーションするという、コロナ禍前の

「いつも」がよみがえっているように感じま
した。

◦競技チア 峯村 友梨子さん
　私が障害のある人たちの
活動に興味を持ったのは、
大学生の頃でした。ジャパ
ンオープンというチア・リー
ディングの大会で、知的障

害のチアチームが、純粋に心からチアを楽し
んでいる姿を観て、まさに背中を押される気
持ちになったのです。その頃の私は、ケガの
せいで、力を注いでいたソングリーディング（い
わゆる「パフォーマンス・チア」です）活動が
できず、かなり落ち込んでいました。それ
が、アスリートたちのおかげで初心に返え
ることができ、ソングリーディングをもう一度
心から楽しもうと思えたのです。そして、知的
障害のある人のチアチームのお手伝いを始

め、さらには大学院での研究対象にまで
するようになりました。SON・東京のプログ
ラムの参加歴はまだ浅いですが、前向きな
姿勢でなおかつ心より楽しんでいるアスリー
トたちと会えるのはとても楽しく、これからも
ずっと応援していきたいと思っています。

◦アスリート会　蓮見 和奏さん

◦アスリート会　亀山 万璃亜さん

若い！ ボランティアから、

ひと言

ユニフォームを作成・寄贈いただいた株
式会社エイティズは、40 年以上にわたり34
万件以上のチームに、789 万枚以上のオリ
ジナルチームウェアを制作してきた老舗企
業です。チアリーディング関連の大会公式
グッズなども制作しており、そのクオリティ
は多くのチームから高い信頼が寄せられて
います。

　今回のご支援に対する感謝の意を表する
ため、プログラムが再開され 2 回目となる10
月 24 日 ( 日 )、同社・小野宗慧営業部長にト
レーニング会場にまでご足労いただき、真
壁理事長より感謝状を贈呈いたしました。

アスリートたちがこのユニフォームをま
とって、華麗なパフォーマンスを対面で披露
する日が楽しみです。

左・蓮見和奏さん　右・亀山万璃亜さん

バスケットボールも対面での活動を再開！
接触を避けて練習するよう心がけています

32

スペシャルオリンピックスのボラン
ティアでは、同情ではなく愛情を
持って接する、すぐに結果を求めず
根気よく待つ、具体的にわかりやす
く伝える、ということを心掛けて接
しています。このボランティアを通
し、多様な立場の人を理解するとい
う、地球市民として必要なことを学
ばせてもらっています。

アスリート会に参加させていただいて一年
半ほどになりますが、活動を経てたくさん
のことを学ばせていただいています。スペ
シャルオリンピックスは、アメリカにいた
際にも関わらせていただいてきましたが、
共に進むことの重要性を今まで実感できた
と感じています。話し合いを行ったり、勉

強をしたりする際に、アスリー
トの方々それぞれの強みを持ち
合わせることによって、より大
きなものにつながっていると思
います。ボランティアとしてこ
のプログラムに参加でき、本当
によかったです。
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エドワーズライフサイエンス Life is run
新日本空調 おしおきだべさ～
東京海上日動キャリアサービス キャリぴょん A チーム
東京海上日動ベターライフサービス チーム IWASA
日本オーチス・エレベータ チーム城東
マーシュアンドマクレナンカンパニーズ ろっこつの会

1,289ｋｍ 青

生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会  東京協会 JAIFA 東京協会「月組」

鬼頭良平
清水真司
清水菜奈子
山内隆介

東京海上日動キャリアサービス
with B
チーム★虹うさぎ

東京海上日動メディカルサービス TMS
日本オーチス・エレベータ 森の妖精

マーシュアンドマクレナンカンパニーズ
Runaway
Bridge to Glory

対面による活動が再開しました！
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「オンライン ウォーク＆ラン2021」を実施
　11 月 13 日 ( 土 ) ～ 21 日 ( 日 ) の 9 日 間、
SON・東京の恒例イベント「ウォーク＆ラン

（W&R）」が、2年 ぶりに オンライン な がら
復活を果たしました。
　今回は、参加者各自が日々歩いたり走っ
たりした距離を合計して、SON 第１回全国
大会開催地の熊本から、以降の開催地を巡
りながらゴールである東京へ向う、という内
容。日々の到達距離などは、Twitter で、毎
日お知らせするという形を取りました。
　SON・東京にとって W&R フェスティバル
は、15年以上に及んで実施してきた恒例イ
ベント。支援企業・団体とアスリート(SON・
東京に所属する知的障害のある人 ) がチー
ムを組み、駅伝方式で事前に申告したゴー
ルタイムにいかに近づけるかを競い合いま
す。日常トレーニングや競技会などに参加
するのが難しい支援企業・団体の方々が、ア
スリートと交流できる絶好の機会と好評を
いただいてきました。

コロナ禍により2020年はやむなく中止と
しましたが、今年こそは再開したいというボ
ランティア委員会の熱意が、オンラインによ
るイベントとして復活させました。もちろん
ルール等は恒例の W&Rとは異なりますが、
アスリートを加えたチーム (4組対抗 ) で競
い合うというところに、これまで大切にして
きた「アスリートとの交流」という特徴を残
しています。
　また開会式と閉会式では、オフィシャルス
ポンサーの株式会社クラフティのご協力に
より、Zoom+YouTube による 生中継 を 実
現。ここでも、ブレイクアウト・ルームによる
交流会を行い、SON・東京ならではのイベン
トらしさを実現しました。
　結果は、思いのほか参加者全員が頑張っ
たことで、終了3日前 に は 目標達成。急遽
ルートを延長し、スタート地点の熊本に戻
るという目標を追加しましたが、こちらも全
員一丸となった追い込みにより、見事達成。

トータルの走行 & 歩行距離は、6,587.39km
にまで及びました。組対抗の結果は別表の
通りです。
　結果にかかわらず、すべてのチームメン
バーそしてアスリートたちが、日々の W&R
を楽しみ、Twitter での報告をどきどきしな
がら見つめている様子に、久しぶりのイベ
ントの盛り上がりを痛感しました。皆さん、
お疲れ様でした。

※チームからご寄付いただいた参加費は、これ
からのアスリートたちのスポーツ活動に、大切
に使わせていただきます。

競技チアのユニフォームをご寄贈いただきました

フィギュアスケート
副主任コーチ・髙木幸子さん

　活動再開で一番心配だったのは、怪我で
す。技術は覚えているのですが、体がつい
ていかない。筋力とバランス感覚が衰え、
氷を押さえる力がなくなっているのです。2
年間のブランクは大きく、エッジを使った正
しい滑り方の練習から始めましたが、雰囲
気は以前と同じで、アスリートは休止期間が
なかったように、楽しそうに滑っています。

卓球
荒川会場 副主任コーチ・中井 秀行さん

  アスリートからの「お久しぶりです」という
挨拶があちこちから聞こえ、再会を喜んで
いる空気が生まれています。ただ「お久し
ぶりです」の後には、小さめの声でつぶやく

「どうも」が付いており、嬉しさと共に久し
ぶりの再会に照れる様子も感じられました。
とはいえ、その日の練習の振り返りをした

10 月から緊急事態宣言が解除されたことに伴い、SON・東京の各
スポーツプログラムも、ようやく対面での活動が可能になりました。
アスリートたちの喜びと、コーチからの感想を紹介します。

際には、照れを払拭して自らの心境を語る
までになり、アスリートとコーチが活発にコ
ミュニケーションするという、コロナ禍前の

「いつも」がよみがえっているように感じま
した。

◦競技チア 峯村 友梨子さん
　私が障害のある人たちの
活動に興味を持ったのは、
大学生の頃でした。ジャパ
ンオープンというチア・リー
ディングの大会で、知的障

害のチアチームが、純粋に心からチアを楽し
んでいる姿を観て、まさに背中を押される気
持ちになったのです。その頃の私は、ケガの
せいで、力を注いでいたソングリーディング（い
わゆる「パフォーマンス・チア」です）活動が
できず、かなり落ち込んでいました。それ
が、アスリートたちのおかげで初心に返え
ることができ、ソングリーディングをもう一度
心から楽しもうと思えたのです。そして、知的
障害のある人のチアチームのお手伝いを始

め、さらには大学院での研究対象にまで
するようになりました。SON・東京のプログ
ラムの参加歴はまだ浅いですが、前向きな
姿勢でなおかつ心より楽しんでいるアスリー
トたちと会えるのはとても楽しく、これからも
ずっと応援していきたいと思っています。

◦アスリート会　蓮見 和奏さん

◦アスリート会　亀山 万璃亜さん

若い！ ボランティアから、

ひと言

ユニフォームを作成・寄贈いただいた株
式会社エイティズは、40 年以上にわたり34
万件以上のチームに、789 万枚以上のオリ
ジナルチームウェアを制作してきた老舗企
業です。チアリーディング関連の大会公式
グッズなども制作しており、そのクオリティ
は多くのチームから高い信頼が寄せられて
います。

　今回のご支援に対する感謝の意を表する
ため、プログラムが再開され 2 回目となる10
月 24 日 ( 日 )、同社・小野宗慧営業部長にト
レーニング会場にまでご足労いただき、真
壁理事長より感謝状を贈呈いたしました。

アスリートたちがこのユニフォームをま
とって、華麗なパフォーマンスを対面で披露
する日が楽しみです。

左・蓮見和奏さん　右・亀山万璃亜さん

バスケットボールも対面での活動を再開！
接触を避けて練習するよう心がけています
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スペシャルオリンピックスのボラン
ティアでは、同情ではなく愛情を
持って接する、すぐに結果を求めず
根気よく待つ、具体的にわかりやす
く伝える、ということを心掛けて接
しています。このボランティアを通
し、多様な立場の人を理解するとい
う、地球市民として必要なことを学
ばせてもらっています。

アスリート会に参加させていただいて一年
半ほどになりますが、活動を経てたくさん
のことを学ばせていただいています。スペ
シャルオリンピックスは、アメリカにいた
際にも関わらせていただいてきましたが、
共に進むことの重要性を今まで実感できた
と感じています。話し合いを行ったり、勉

強をしたりする際に、アスリー
トの方々それぞれの強みを持ち
合わせることによって、より大
きなものにつながっていると思
います。ボランティアとしてこ
のプログラムに参加でき、本当
によかったです。
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Update

登録 アスリート数：1,872名

正会員数：983名

（2021年10月31日現在）

　「2020年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」が、新型コロナウイルス

感染拡大の影響で、開催直前で中止になってから

約1年半。10月1日の「緊急事態宣言」解除で、全

プログラムの活動がようやく再開され、アスリート、

ボランティア、パートナー、ファミリーの笑顔が広がっ

ています。

　再開にあたって SON・東京では、2週間の体温と

日々の体調について記入した「健康チェックシート」

の持参を義務づけるなど、新型コロナウイルス感

染防止のために厳格なルールを設けています。そ

の甲斐もあって11月末現在、1人の感染者を出す

こともなく、各プログラムは順調に行われています。

すべてのルールを厳守し、感染対策に真剣に取り

組む皆様のお陰と、心より感謝しております。

　さて、かくいう私もフィギュアスケートのコーチ

として、活動再開を心待ちにしていた一人です。フィ

ギュアスケートは、距離を保ってトレーニングでき

る競技ではありますが、会場の行き帰りやトレー

ニングの合間など、どこに感染のリスクが潜んでい

るかわかりません。もちろん、接触せざるを得ない

競技はなおのこと、今後も引き続き SON・東京で

決めた感染予防のためのルールをしっかりと守り、

あせらず安全にプログラムを継続していきましょう。

◦たかぎ・さちこ
外 資 系 企 業 を 定 年 退 職 後、認 定
NPO 法人「Hands On Tokyo」の事
務局長 を 経 て、現理事。同法人 が
SON・東京の活動を支援しているこ
とがきっか けとなり、SON・東京 の
プログラムにも関わるようになる。

「参加して約8年。フィギュアスケー
トは学生時代以来、40年のブランク
がありましたが、昔やっていたこと
を教えられること、私にもできるこ
とがあるというのがうれしいです」

左から鈴木大介氏、実行委員・根岸眞子氏、藤原道山氏、
水谷川優子氏、真壁理SON・東京理事長、山井綱雄氏

◦チャリティーゴルフ大会／ 9 月 6 日（月）

恒例の「第 15 回スペシャルオリンピッ
クス日本・東京支援チャリティーゴルフ
大会」が、名門・我孫子ゴルフ倶楽部に
て開催されました。

コロナ禍のため懇親会の開催を控え、
酒類の提供もありませんでしたが、万全
の感染対策のお陰で、参加者の方々の
不安もかなり軽減されたようです。また
天候も、多少の降雨があったものの大き
く崩れることもなく、皆さん気持ちの良
い一日を過ごされていました。
　 今 回 の チャリティー 金 は、開 催 経 費
を差し引いた後、全額スペシャルオリン
ピックス日本・東京に寄付されます。

◦チャリティコンサート／ 10 月 10 日（日）

1 年の延期を経た後、スペシャルオリ
ンピックス日本・東 京 支 援 チャリティ・
ガ ラ・コン サ ート「 太 陽 の 東 × 西 の 月
2021」が、千代田区の紀尾井ホールにて
開催されました。
　出演は、尺八の藤原道山氏、ギターの
鈴木大介氏、チェロそしてこのコンサー
トの 音 楽 監 督でもある水 谷 川 優 子 氏。
これに金春流シテ方能楽師の山井綱雄
氏をスペシャルゲストとして迎え、各氏
の素晴らしい演奏に加え、東西の音楽が
融合する独創的なハーモニーが客席を
満たしました。
　緊急事態宣言の解除に加え、ホール
の多大な協力と実行委員会の徹底した

感染対策もあり、混乱もなく無事幕を下
ろすことができたようです。
　こちらも収益の一部は、SON・東京の
活動推進のために寄付されます。

「みんなのスポーツ」で SON・東京を紹介。YouTubeも配信中

　現在、東京都人権プラザにて「みんなの
スポーツー可能性のフィールドへ」という企
画展が開かれています。
　ここでは SON・東京に加え、聴覚障害者を
対象とした「デフリンピック」、先端技術を応
用した電動車いす等の性能を競う「サイバ
スロン」が紹介されており、みんながスポー
ツに参加できる社会について考えるきっか
け作りをしています。
　他の障害者スポーツを知るよい機会でも

あります。素敵なバナーで飾られた会場に、
ぜひ足をお運びください。開催は 12 月 24
日 ( 金 ) までなので、お早めに。
　また、今回の企画展に合わせ 10 月 31 日
(日)には、YouTubeで配信する動画を収録。
フロアホッケー江東会場のキャプテン渡邉
大輔さんと主任コーチの森本利彦さん、事
務局の増田絵里さんが、揃ってこれに臨み
ました。
　何台ものカメラに囲まれ、最初は緊張気

味の 3 人でしたが、撮影が始まるとスペシャ
ルオリンピックスの紹介、関わったきっかけ、
活動を通して成長したことなど、その魅力を
伝えました。そして、知的障害のある人・な
い人、すべての人がいきいきと過ごしていけ
る社会に向けて、ともに歩んでいきましょう
と呼びかけ、無事に収録を終えました。
　 現 在、東 京 都 人 権 啓 発 センター の 公 式
チャンネルで配信中。こちらも、ぜひご覧く
ださい。
https://www.youtube.com/watch?
v=miGa7MCQuQw

「みんなのスポーツ
ー可能性のフィールドへ」企画展

◦場所／東京都人権プラザ
(港区芝2-5-6 芝256スクエアビル1・2階)

◦開館時間／ 9:30 ～ 17:30 日曜日休館
※入場無料。ただし、館内が密集状態になら

ないよう、入館制限を行う場合があります。

◦アクセス／都営三田線・芝公園駅 A1 出口
から徒歩 3 分、都営浅草線・都営大江戸
線・大門駅 A3 出口徒歩 7 分

SON・東京を支援する2つのチャリティ・イベント

東京山王ロータリークラブ

www.facebook.com/specialolympicsnippontokyo

活動が再開しました。しかし、あせらず安全を心がけましょう
認定特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・東京  副理事長　髙木幸子

今 後 予 定の

◎3月12日（土）：　認定 NPO 法人 SON・東京 2022年度定期総会 年末年始休暇：12月29日（水）～1月4日（火）
事務局から

お知らせ

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。
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