
SON・東京オフィシャルスポンサー

開 催 概 要

競 　 技 会 　 場 地 　 域
陸上競技 広島広域公園（エディオンスタジアム） 広島市
サッカー 広島広域公園（第1球技場） 広島市
テニス 広島広域公園（テニスコート） 広島市
バドミントン 広島経済大学 石田記念体育館 広島市
フライングディスク 広島経済大学 陸上競技場 広島市
バスケットボール 広島県立総合体育館（グリーンアリーナ） 広島市
柔道 広島県立総合体育館（武道場） 広島市
ボウリング ミスズボウル 広島市
卓球 マエダハウジング東区スポーツセンター 広島市
競泳 日本製鉄アクアパーク（呉市営プール） 呉市
馬術 ＪＢ北広島乗馬クラブ 北広島町
自転車(デモンストレーション) 広島県立中央森林公園（ロードレース） 三原市
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Update

登録 アスリート数：1,848名

正会員数：963名
 （2022年7月15日現在）

▪大会名称：2022年第8回スペシャルオリンピッ
クス日本夏季ナショナルゲーム・広島

　( 略称／スペシャルオリンピックス2022広島 )
▪開催日程：2022年11月4日（金）～6日（日）3日間
　◦11月4日（金）開会式
　◦11月5日（土）競技予選（ディビジョニング）
　◦11月6日（日）競技決勝 / 表彰 / 閉会式

▪開催地：広島県内各所 
（広島市、呉市、三原市、北広島町）

▪予定参加数：47都道府県の地区組織
　アスリート/ 約900名、役員・コーチ / 約600名　

大会役員・審判 / 約350名、ボランティア / 延べ
約4,000名、観客 / 延べ約10,000名

▪実施競技 / 会場：11競技 +1デモンストレーショ
ン /8会場（予定）

　スペシャルオリンピックス日本・東京
(SON・東京 ) は、東京都における「まん延
防止等重点措置」の適用解除に伴い、3
月下旬より対面による活動を再開しまし
た。以来、4ヵ月ほどが経過しています
が、活動をきっかけとするクラスター ( 集
団感染 ) の報告はありません。
　活動現場では、「プログラム開催にあ

たってのチェックリスト」を活用すると共
に、2 週間の体温を記録した「健康チェッ
クシート」を、すべての参加者に持参す
ることを義務化しています。スポーツお
よび文化プログラムを運営するボラン
ティアの必死の努力が功を奏していると
自負しています。
　7 月に入り、感染者数が再び増加傾向

にあるようですが、SON・東京では、政府
もしくは東京都からの自粛要請等がな
いかぎり、現状の形での活動を継続して
いく予定です。引き続きのご支援、ご協
力をいただけますよう、心よりお願いい
たします。

（理事長・真壁理）

対面による活動を再開。感染対策には引き続き徹底的に取り組んでいます

東京山王ロータリークラブ

スペシャルオリンピックスでは、オリンピックと同様に4年ごとに夏季・冬季の世界大会（日本ではその前年にそれぞれの

全国大会）を開催しています。今回広島県で開催する夏季全国大会「ナショナルゲーム・広島」は、2023年にドイツで開催

される夏季世界大会への日本選手団選考を兼ねて開催されます。

アスリート／安村 朝英
( やすむら ともひで )さん 享年51歳

創立当初から多くのプログラムで活
動されてきました。心よりご冥福を
お祈りいたします。

訃 

報

SON・東京の活動は、法人・団体および個人の皆様からの会費と寄付金
によってまかなわれています。

（個人）入会金：5,000 円　年会費：5,000 円
（法人）入会金：5,000 円　年会費：10,000 円
（一口）年 ： 3,000 円～

郵便振込口座 ： 00140-1-723232
クレジットカード：https://syncable.biz/associate/sontokyo/membership
※便利な口座振替をご用意しています。詳しくは事務局までお問い合わせください。

賛助会員

正 会 員

法 人 ・ 団 体 ・ 個 人 会 員 募 集 中

◦夏季休暇　8月12日（金）～8月17日（水）
◦新規スタッフ紹介　2022年7月に経理担当のスタッフが入りました。

　17歳になる姉妹の保護猫と一緒に暮らしています。精一杯頑張り
ますので、どうぞよろしくお願い致します。( 大和 真紀子 )

事務局から
お知らせ

ご寄付御礼

で
寄付 ！

ご支援・ご協力
よろしくお願いいたします！ 

お支払い金額はそのまま。
価格の一部（3～5％もしくは定額）が、SON・東京へ寄付されます 

SON・東京はこの度、READYFOR株式会社と連携し、遺贈によるご
寄付や相続財産のご寄付に関するご相談を承ることになりました。
遺贈や相続に関してご質問やご相談がございましたら、以下の宛先
までお気軽にご連絡ください。

遺贈・相続寄付についてのお知らせ

お電話でのご相談・資料請求

レディーフォー遺贈寄付サポート窓口 0120-948-313（通話料無料）
⃝受付時間：平日10:00～17:00（年末年始を除く）

⃝レディーフォー遺贈寄付サポート窓口 https://izo.readyfor.jp/
寄付のご意向や詳細が決まっていなくても構いません。何度でも無料で
対応してくれます。READYFOR 社は、これまで約 2 万件の社会活動を
支援している会社です。

オンラインでのご相談・資料請求
右の QRコードを読み込み、フォームにて
ご連絡ください。

ボウリング・プログラム実施会場に設置いただいている募金箱に、年間総額43,935円
が寄せられました。来場者の皆様には、この場を借りて厚く御礼申し上げます。

www.facebook.com/specialolympicsnippontokyo

「2022年第8回SON夏季ナショナルゲーム・広島」開催迫る！

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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競 　 技 アスリート、 帯同者 （コーチ、 追加スタッフ）

ボウリング ⃝アスリート／20名　⃝ヘッドコーチ／米田 博之
⃝コーチ／柳澤 博一、佐々木 徳男、磯和 啓雄、松川 はるみ　⃝追加スタッフ／森山 康之

バスケットボール
（チーム女子） ⃝アスリート／8名　⃝ヘッドコーチ／山田 あかね　⃝コーチ／三上 真理

バスケットボール
（チーム男子） ⃝アスリート／8名　⃝ヘッドコーチ／大藏 浩　⃝コーチ／小山 敦也

バスケットボール
（個人技能競技） ⃝アスリート／2名　⃝ヘッドコーチ／寺倉 孔雄　⃝追加スタッフ／鬼頭 良平

競　泳 ⃝アスリート／7名　⃝ヘッドコーチ／吉田 健司　⃝コーチ／瀬戸 裕二　⃝追加スタッフ／小松 順子

陸上競技 ⃝アスリート／8名　⃝ヘッドコーチ／川原 実　⃝コーチ／高谷 るみ子 ⃝追加スタッフ／安田 準

卓　球 ⃝アスリート／8名　⃝ヘッドコーチ／石井 勇　⃝コーチ／安藤 美江　⃝追加スタッフ／樅山 信博

テニス ⃝アスリート／7名　⃝ヘッドコーチ／飛田 弓美子　⃝コーチ／中村 亘　⃝追加スタッフ／皆川 康彦 

バドミントン ⃝アスリート／2名　⃝ヘッドコーチ／帖佐 秀和　

東京から総勢97名を派遣。スペシャルオリンピックス2022広島
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競　泳 実施日 6月5日 会　場 江戸川区スポーツセンター

　競泳もまたコロナ禍により、プログラム実施には苦労しましたが、記録会兼選考会には22名のア
スリートと1名のパートナーが元気に参加しました。
　第1部は、50ｍと25ｍの自由形を計6組、第2部は、25ｍのバタフライ、背泳ぎ、平泳ぎの各種
目を計5組、50ｍの平泳ぎとバタフライを各1組実施。
　第3部は、ナショナルゲーム選考会です。実施種目は50ｍ自由形、100ｍ自由形、100ｍ個人メ
ドレー、4×25ｍ女子自由形リレー、4×25ｍ男子自由形リレー。参加したアスリート全員が、ナショ
ナルゲーム出場を目指す熱の入った泳ぎを見せてくれました。

陸上競技 実施日 5月29日 会　場 帝京科学大学

　屋外競技が基本の陸上競技は、各種規制が解除されるとすぐ活動を再開してきたため、今回の
記録会にも総勢25名のアスリートが集まりました。
　トラックは一周250ｍ。50ｍ走からスタートしたトラック競技は、100m、200m、400m、
800m、1,500m、5,000mという7種目が行われ、内側のフィールドでは立ち幅跳び、テニスボー
ル投げという2種目の競技が実施されました。
　当日は今年初の真夏日で、グラウンドには朝から強い日差しが照り付けましたが、関係者一丸となっ
た暑さ対策により、すべての種目が無事に終了。派遣アスリートの選考も適いました。

卓　球 実施日 4月16日 会　場 府中市立白糸台体育館

　男女合わせて41名が集う大規模な競技会となりました。しかし、午前を女子、午後を男子という
分散開催とし、ゆったりとした卓球台の配置を実現。さらには、定期的に扉や窓を開放するとともに、
1試合ごとに卓球台を消毒するなど、感染対策には万全の体制で臨みました。
　5会場に分かれてトレーニングしているアスリートたちが、こうして一堂に会することは多くあり
ません。派遣アスリートの選考という目的もあったとはいえ、同じSON・東京の仲間として、また卓
球というスポーツが大好きなアスリートとして、思いをひとつにするとてもいい機会になりました。

テニス 実施日 5月22日 会　場 昭和の森テニスセンター

　どのような天候でも安心して実施できるようにインドアコートの利用となりましたが、幸い天気に
恵まれ、総勢16名のアスリートが参加しました。
　ゲームは、シングルスの予選リーグからスタートし、予選リーグ12試合、本戦トーナメント8試合、
その他にもナショナルゲームへの選考を希望しないアスリートのグループ総当たり戦や個人技能競
技の実施と、実に盛りだくさん。さらに最後には、個人技能競技に出場したアスリートを中心に、コー
チとのユニファイド・ダブルスを楽しむというエキシビションも実施し、参加者全員が笑顔で一日を
過ごすことができました。

バドミントン 実施日 6月11日 会　場 帝京科学大学

　バドミントン・プログラムは、ここに来て参加人数の増加傾向が見られるものの、こうした競技会
にはまだまだ多くの出場がありません。とはいえ、今回の選考会・記録会には4人のアスリートが集
まり、うち3人がシングルスのゲームに参加することで、正式なリーグ戦が実施できるまでになりま
した。また、個人技能競技には4人全員が参加。「ハンド・フィーディング」、「アップス・コンテスト」、
「サービス」など全6種目で得点を競い合いました。シングルス・ゲームの結果、上位2名のアスリー
トがナショナルゲーム派遣候補となりました。

バスケットボール 実施日 6月12日 会　場 国立オリンピック記念青少年総合センター

　バスケットボールは、ナショナルゲームに「男子チーム競技」「女子チーム競技」「個人技能競技」
の3種目でエントリーしています。男子は、赤 ( 千代田・多摩混成 )、緑 ( 代々木・多摩混成 )、青 ( 杉
並 )、白 (目黒・多摩混成 )の4チームによるリーグ戦で選考が行われました。※地域名はアスリート
の所属会場
　午前は、男子の予選２試合と女子第1戦、個人技能競技の予選を実施。午後は、女子第2戦と男
子の3位決定戦、個人技能競技の決勝と続き、最終戦の赤対白という男子の決勝によって、白チー
ムがナショナルゲームへの切符を手にしました。

ボウリング 実施日 6月5日 会　場 東京ポートボウル

　SON・東京の中でも、参加アスリートがもっとも多いプログラム。コロナ禍で開催日数が少なかっ
た昨年でも、220人を超えるアスリートが7つの会場で、日 ト々レーニングに励んできました。それ
もあってか今回も、80人を超えるアスリートが一堂に会し、日頃の練習の成果を確認し合う絶好の
機会となりました。
　年齢層が幅広いのも、ボウリング・プログラムの特徴です。性別、年齢の他、直近10ゲームの成
績などによって多くのディビジョンが設定され、ディビジョンごとに3ゲームの合計点数で成績を算出。
これを参考に、派遣アスリートの選考を行いました。

追加スタッフ )27名の総勢97名を、本大会に派遣することにな
りました。選手団の詳細は、下記の通りです。
⃝団長／近藤 秀雄　⃝副団長／増田 絵里

　7月4日 ( 月 ) の理事会にて、表紙掲載の「2022年第8回 SON
夏季ナショナル ゲ ーム・広島 」へ の 派遣選手団 が 承認され、
SON・東京はアスリート70名、帯同者 ( 団長、副団長、コーチ、

ナショナルゲームに派遣するアスリートの選考は、通常であれば地区大会
での成績によって行われます。しかしながら本年は、コロナ禍により地区
大会の開催を断念したため、各プログラムが独自に記録会などを実施し、
派遣アスリートの選考を行いました。各競技の選考会の様子を紹介します。

各プログラムが選手団選考を兼ねた
競技会・記録会を実施
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競 　 技 アスリート、 帯同者 （コーチ、 追加スタッフ）

ボウリング ⃝アスリート／20名　⃝ヘッドコーチ／米田 博之
⃝コーチ／柳澤 博一、佐々木 徳男、磯和 啓雄、松川 はるみ　⃝追加スタッフ／森山 康之

バスケットボール
（チーム女子） ⃝アスリート／8名　⃝ヘッドコーチ／山田 あかね　⃝コーチ／三上 真理

バスケットボール
（チーム男子） ⃝アスリート／8名　⃝ヘッドコーチ／大藏 浩　⃝コーチ／小山 敦也

バスケットボール
（個人技能競技） ⃝アスリート／2名　⃝ヘッドコーチ／寺倉 孔雄　⃝追加スタッフ／鬼頭 良平

競　泳 ⃝アスリート／7名　⃝ヘッドコーチ／吉田 健司　⃝コーチ／瀬戸 裕二　⃝追加スタッフ／小松 順子

陸上競技 ⃝アスリート／8名　⃝ヘッドコーチ／川原 実　⃝コーチ／高谷 るみ子 ⃝追加スタッフ／安田 準

卓　球 ⃝アスリート／8名　⃝ヘッドコーチ／石井 勇　⃝コーチ／安藤 美江　⃝追加スタッフ／樅山 信博

テニス ⃝アスリート／7名　⃝ヘッドコーチ／飛田 弓美子　⃝コーチ／中村 亘　⃝追加スタッフ／皆川 康彦 

バドミントン ⃝アスリート／2名　⃝ヘッドコーチ／帖佐 秀和　

東京から総勢97名を派遣。スペシャルオリンピックス2022広島
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競　泳 実施日 6月5日 会　場 江戸川区スポーツセンター

　競泳もまたコロナ禍により、プログラム実施には苦労しましたが、記録会兼選考会には22名のア
スリートと1名のパートナーが元気に参加しました。
　第1部は、50ｍと25ｍの自由形を計6組、第2部は、25ｍのバタフライ、背泳ぎ、平泳ぎの各種
目を計5組、50ｍの平泳ぎとバタフライを各1組実施。
　第3部は、ナショナルゲーム選考会です。実施種目は50ｍ自由形、100ｍ自由形、100ｍ個人メ
ドレー、4×25ｍ女子自由形リレー、4×25ｍ男子自由形リレー。参加したアスリート全員が、ナショ
ナルゲーム出場を目指す熱の入った泳ぎを見せてくれました。

陸上競技 実施日 5月29日 会　場 帝京科学大学

　屋外競技が基本の陸上競技は、各種規制が解除されるとすぐ活動を再開してきたため、今回の
記録会にも総勢25名のアスリートが集まりました。
　トラックは一周250ｍ。50ｍ走からスタートしたトラック競技は、100m、200m、400m、
800m、1,500m、5,000mという7種目が行われ、内側のフィールドでは立ち幅跳び、テニスボー
ル投げという2種目の競技が実施されました。
　当日は今年初の真夏日で、グラウンドには朝から強い日差しが照り付けましたが、関係者一丸となっ
た暑さ対策により、すべての種目が無事に終了。派遣アスリートの選考も適いました。

卓　球 実施日 4月16日 会　場 府中市立白糸台体育館

　男女合わせて41名が集う大規模な競技会となりました。しかし、午前を女子、午後を男子という
分散開催とし、ゆったりとした卓球台の配置を実現。さらには、定期的に扉や窓を開放するとともに、
1試合ごとに卓球台を消毒するなど、感染対策には万全の体制で臨みました。
　5会場に分かれてトレーニングしているアスリートたちが、こうして一堂に会することは多くあり
ません。派遣アスリートの選考という目的もあったとはいえ、同じSON・東京の仲間として、また卓
球というスポーツが大好きなアスリートとして、思いをひとつにするとてもいい機会になりました。

テニス 実施日 5月22日 会　場 昭和の森テニスセンター

　どのような天候でも安心して実施できるようにインドアコートの利用となりましたが、幸い天気に
恵まれ、総勢16名のアスリートが参加しました。
　ゲームは、シングルスの予選リーグからスタートし、予選リーグ12試合、本戦トーナメント8試合、
その他にもナショナルゲームへの選考を希望しないアスリートのグループ総当たり戦や個人技能競
技の実施と、実に盛りだくさん。さらに最後には、個人技能競技に出場したアスリートを中心に、コー
チとのユニファイド・ダブルスを楽しむというエキシビションも実施し、参加者全員が笑顔で一日を
過ごすことができました。

バドミントン 実施日 6月11日 会　場 帝京科学大学

　バドミントン・プログラムは、ここに来て参加人数の増加傾向が見られるものの、こうした競技会
にはまだまだ多くの出場がありません。とはいえ、今回の選考会・記録会には4人のアスリートが集
まり、うち3人がシングルスのゲームに参加することで、正式なリーグ戦が実施できるまでになりま
した。また、個人技能競技には4人全員が参加。「ハンド・フィーディング」、「アップス・コンテスト」、
「サービス」など全6種目で得点を競い合いました。シングルス・ゲームの結果、上位2名のアスリー
トがナショナルゲーム派遣候補となりました。

バスケットボール 実施日 6月12日 会　場 国立オリンピック記念青少年総合センター

　バスケットボールは、ナショナルゲームに「男子チーム競技」「女子チーム競技」「個人技能競技」
の3種目でエントリーしています。男子は、赤 ( 千代田・多摩混成 )、緑 ( 代々木・多摩混成 )、青 ( 杉
並 )、白 (目黒・多摩混成 )の4チームによるリーグ戦で選考が行われました。※地域名はアスリート
の所属会場
　午前は、男子の予選２試合と女子第1戦、個人技能競技の予選を実施。午後は、女子第2戦と男
子の3位決定戦、個人技能競技の決勝と続き、最終戦の赤対白という男子の決勝によって、白チー
ムがナショナルゲームへの切符を手にしました。

ボウリング 実施日 6月5日 会　場 東京ポートボウル

　SON・東京の中でも、参加アスリートがもっとも多いプログラム。コロナ禍で開催日数が少なかっ
た昨年でも、220人を超えるアスリートが7つの会場で、日 ト々レーニングに励んできました。それ
もあってか今回も、80人を超えるアスリートが一堂に会し、日頃の練習の成果を確認し合う絶好の
機会となりました。
　年齢層が幅広いのも、ボウリング・プログラムの特徴です。性別、年齢の他、直近10ゲームの成
績などによって多くのディビジョンが設定され、ディビジョンごとに3ゲームの合計点数で成績を算出。
これを参考に、派遣アスリートの選考を行いました。

追加スタッフ )27名の総勢97名を、本大会に派遣することにな
りました。選手団の詳細は、下記の通りです。
⃝団長／近藤 秀雄　⃝副団長／増田 絵里

　7月4日 ( 月 ) の理事会にて、表紙掲載の「2022年第8回 SON
夏季ナショナル ゲ ーム・広島 」へ の 派遣選手団 が 承認され、
SON・東京はアスリート70名、帯同者 ( 団長、副団長、コーチ、

ナショナルゲームに派遣するアスリートの選考は、通常であれば地区大会
での成績によって行われます。しかしながら本年は、コロナ禍により地区
大会の開催を断念したため、各プログラムが独自に記録会などを実施し、
派遣アスリートの選考を行いました。各競技の選考会の様子を紹介します。

各プログラムが選手団選考を兼ねた
競技会・記録会を実施
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SON・東京オフィシャルスポンサー

開 催 概 要

競 　 技 会 　 場 地 　 域
陸上競技 広島広域公園（エディオンスタジアム） 広島市
サッカー 広島広域公園（第1球技場） 広島市
テニス 広島広域公園（テニスコート） 広島市
バドミントン 広島経済大学 石田記念体育館 広島市
フライングディスク 広島経済大学 陸上競技場 広島市
バスケットボール 広島県立総合体育館（グリーンアリーナ） 広島市
柔道 広島県立総合体育館（武道場） 広島市
ボウリング ミスズボウル 広島市
卓球 マエダハウジング東区スポーツセンター 広島市
競泳 日本製鉄アクアパーク（呉市営プール） 呉市
馬術 ＪＢ北広島乗馬クラブ 北広島町
自転車(デモンストレーション) 広島県立中央森林公園（ロードレース） 三原市
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Update

登録 アスリート数：1,848名

正会員数：963名
 （2022年7月15日現在）

▪大会名称：2022年第8回スペシャルオリンピッ
クス日本夏季ナショナルゲーム・広島

　( 略称／スペシャルオリンピックス2022広島 )
▪開催日程：2022年11月4日（金）～6日（日）3日間
　◦11月4日（金）開会式
　◦11月5日（土）競技予選（ディビジョニング）
　◦11月6日（日）競技決勝 / 表彰 / 閉会式

▪開催地：広島県内各所 
（広島市、呉市、三原市、北広島町）

▪予定参加数：47都道府県の地区組織
　アスリート/ 約900名、役員・コーチ / 約600名　

大会役員・審判 / 約350名、ボランティア / 延べ
約4,000名、観客 / 延べ約10,000名

▪実施競技 / 会場：11競技 +1デモンストレーショ
ン /8会場（予定）

　スペシャルオリンピックス日本・東京
(SON・東京 ) は、東京都における「まん延
防止等重点措置」の適用解除に伴い、3
月下旬より対面による活動を再開しまし
た。以来、4ヵ月ほどが経過しています
が、活動をきっかけとするクラスター ( 集
団感染 ) の報告はありません。
　活動現場では、「プログラム開催にあ

たってのチェックリスト」を活用すると共
に、2 週間の体温を記録した「健康チェッ
クシート」を、すべての参加者に持参す
ることを義務化しています。スポーツお
よび文化プログラムを運営するボラン
ティアの必死の努力が功を奏していると
自負しています。
　7 月に入り、感染者数が再び増加傾向

にあるようですが、SON・東京では、政府
もしくは東京都からの自粛要請等がな
いかぎり、現状の形での活動を継続して
いく予定です。引き続きのご支援、ご協
力をいただけますよう、心よりお願いい
たします。

（理事長・真壁理）

対面による活動を再開。感染対策には引き続き徹底的に取り組んでいます

東京山王ロータリークラブ

スペシャルオリンピックスでは、オリンピックと同様に4年ごとに夏季・冬季の世界大会（日本ではその前年にそれぞれの

全国大会）を開催しています。今回広島県で開催する夏季全国大会「ナショナルゲーム・広島」は、2023年にドイツで開催

される夏季世界大会への日本選手団選考を兼ねて開催されます。

アスリート／安村 朝英
( やすむら ともひで )さん 享年51歳

創立当初から多くのプログラムで活
動されてきました。心よりご冥福を
お祈りいたします。

訃 

報

SON・東京の活動は、法人・団体および個人の皆様からの会費と寄付金
によってまかなわれています。

（個人）入会金：5,000 円　年会費：5,000 円
（法人）入会金：5,000 円　年会費：10,000 円
（一口）年 ： 3,000 円～

郵便振込口座 ： 00140-1-723232
クレジットカード：https://syncable.biz/associate/sontokyo/membership
※便利な口座振替をご用意しています。詳しくは事務局までお問い合わせください。

賛助会員

正 会 員

法 人 ・ 団 体 ・ 個 人 会 員 募 集 中

◦夏季休暇　8月12日（金）～8月17日（水）
◦新規スタッフ紹介　2022年7月に経理担当のスタッフが入りました。

　17歳になる姉妹の保護猫と一緒に暮らしています。精一杯頑張り
ますので、どうぞよろしくお願い致します。( 大和 真紀子 )

事務局から
お知らせ

ご寄付御礼

で
寄付 ！

ご支援・ご協力
よろしくお願いいたします！ 

お支払い金額はそのまま。
価格の一部（3～5％もしくは定額）が、SON・東京へ寄付されます 

SON・東京はこの度、READYFOR株式会社と連携し、遺贈によるご
寄付や相続財産のご寄付に関するご相談を承ることになりました。
遺贈や相続に関してご質問やご相談がございましたら、以下の宛先
までお気軽にご連絡ください。

遺贈・相続寄付についてのお知らせ

お電話でのご相談・資料請求

レディーフォー遺贈寄付サポート窓口 0120-948-313（通話料無料）
⃝受付時間：平日10:00～17:00（年末年始を除く）

⃝レディーフォー遺贈寄付サポート窓口 https://izo.readyfor.jp/
寄付のご意向や詳細が決まっていなくても構いません。何度でも無料で
対応してくれます。READYFOR 社は、これまで約 2 万件の社会活動を
支援している会社です。

オンラインでのご相談・資料請求
右の QRコードを読み込み、フォームにて
ご連絡ください。

ボウリング・プログラム実施会場に設置いただいている募金箱に、年間総額43,935円
が寄せられました。来場者の皆様には、この場を借りて厚く御礼申し上げます。

www.facebook.com/specialolympicsnippontokyo

「2022年第8回SON夏季ナショナルゲーム・広島」開催迫る！

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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