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特定非営利活動法人 スペシャルオリンピックス日本・徳島
〒770-0005 徳島市南矢三町 2 丁目 1－59 徳島県立障害者交流プラザ内
TEL088-634-3173 FAX088-634-3177URL http://www.son-tokushima.or.jp/
mail：office@son-tokushima.or.jp

スペシャルオリンピックス（SO）とは・・・
知的障がいのある人たちに、日常的なスポーツトレーニングと、その成果の発表の場である競技会を年間を通じて提供し、
社会参加を応援する国際的なスポーツ組織です。

２０１2 年 SON 冬季ナショナルゲーム・福島

2 月 10 日から 12 日まで福島県で冬季ナショナルゲームが開催されました。徳島から 19 名の選手団が参加し、フロアホッ
ケー競技に出場しました。これまでのトレーニングの成果を発揮して、見事銀メダルを獲得しました。寒い所でしたが、ボラ
ンティアの皆さんの温かいおもてなしで、心もあったかくなりました。

２０１3 年 SO 冬季世界大会・ピョンチャンに
徳島からアスリート 4 名コーチ 1 名が選出される
2013 年 1 月 29 日から 2 月 5 日まで、韓国ピョンチャンで、2013 年スペシャルオリンピックス冬季世界大会が行われます。
日本からは 85 名の選手団が参加します。そのメンバーに、徳島からアスリート 4 名とコーチ 1 名が選ばれました。

アスリート前田憲二さん

アスリート峯廻栄志さん
アスリート吉﨑崇さん

アスリート西川徹也さん

NEW

自転車競技プログラムを開始しました！
6 月より待ちに待った、自転車競技プログラムを開
始しました。日本では熊本・広島に続いて３番目の
自転車プログラム導入です。SON・広島の競技会
や、岩国米軍基地のスポーツデーにも参加し、活
発にプログラムも繰り広げています。自転車はと
ても楽しいですよ。ぜひ皆さんも参加してください
ね。
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幸せの太鼓を響かせて in 小松島
2012 年 8 月 10 日(金)小松島市ミリカホールで、スペシャルオリ
ンピックス日本・徳島主催の瑞宝太鼓公演｢幸せの太鼓を響か
せて in 小松島｣を開催いたしました。瑞宝太鼓は知的障害を乗
り越えて全国第二位に輝いた和太鼓集団。その活動は映画化
され、大きな感動の渦を巻き起こしました。2011 年に徳島では
初の出演を果たした瑞宝太鼓の熱いステージを再び！この日
はスペシャルオリンピックス日本名誉会長の細川佳代子氏の
ご講演や、徳島のちびっこ和太鼓グループが多数出演、SON・
徳島のアスリートたちが多数在籍する、和太鼓つづみ座｢虹｣も
この大舞台に出演し、320 人の観客の前で日頃の練習の成果
を披露しました。

SON・徳島設立 15 周年記念式典

2012 年 8 月 11 日阿波観光ホテルにて、SON・徳島設立 15 周年記念式典を行いました。東京から細川佳代子名誉会長も
かけつけてくださり、128 名の方が出席し、徳島の 15 周年をお祝いしました。

阿波踊り 2012
今年の阿波踊りは今まで最大の 150 名の参加で、
8 月 12 日に盛大に行いました。瑞宝太鼓のメン
バーも県外 SO の皆さんも一緒に楽しくヤットサ
～!! そして今年から SON・徳島のアスリートた
ちが練習を重ねて鳴り物もできるようになりま
した。ますます活動が広がり、やっぱり踊りはや
められない!!

キャンプ
2012 年 9 月 22 日～23 日高知県香美市のほっと平
山でキャンプを行いました。自然がいっぱいの静か
な山の中、かつては小学校だった校舎が生まれ変
わった地域交流施設で 19 名の参加者がゆったり、
のんびり宿泊し、陶芸や周辺散策を楽しみました。

マナー講座
９月２９日（土）徳島県障害者交流プラザで｢コミュニケーション向上 マナー講座｣を開催
しました。講師には㈱穴吹カレッジサービス教育事業部の北野美加氏をお招きし、17 名
の方が受講。良い印象を与える立ち居振る舞い、身だしなみ、好感度を高める会話の仕
方など、より良い人間関係を築くコミュニケーションの仕方を学びました。
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2012 年 SON・徳島地区大会を開催します
11 月 23 日 SO デイに徳島 地区大会を開催します。皆さん奮って参加をお願いします。
開催日程 ： 2012 年 11 月 23 日（金・祝日）
開会式会場 ： 徳島県立障害者交流プラザ体育館（徳島市南矢三町 2 丁目 1−59）
実施競技および会場
自転車競技 ： 千松自動車教習所内（徳島市北佐古二番町 3 番 17 号）
卓
球 ： 徳島県立障害者交流プラザ体育館（徳島市南矢三町 2 丁目 1−59）
ボウリング
： 佐古ダイアレーン（徳島市佐古三番町 15-33）
スケジュール ：
9：00～
受付
9：30～
全体開会式
10：00～16：30 各会場に移動、競技、表彰式、閉会式
競技参加者、大会ボランティア募集中です！

スペシャルオリンピックスとは、わたしたちのミッションは
『スペシャルオリンピックスで⼤切なものは、最も強い体や⽬を⾒張らせるような気⼒ではない。それは
各個⼈のあらゆるハンディに負けない精神である。この精神なくしては勝利のメダルは意味を失う。しか
しその気持ちがあれば決して敗北はない。』
創設者 ユニス・ケネディ・シュライバー
1968 年、故ケネディ大統領の妹ユニス・シュライバーは、当時スポーツを楽しむ機会が少なかった知的障害のある人たち
にスポーツを通じ社会参加を応援する「スペシャルオリンピックス」を設立。ユニスは活動を通じ、知的障害のある人たち
の可能性を実現し、彼らに対する社会の否定的な固定観念や差別的態度を変えるため、その生涯を捧げました。彼女が
生涯貫いた信念は、40 年たった今、確実に社会を変える動きとして世界に広がっています。

スペシャルオリンピックスとは・・・
スペシャルオリンピックスとは、知的障害のある人たち
に様々なスポーツトレーニングとその成果の発表の場
である競技会を、年間を通じ提供している国際的なス
ポーツ組織です。スペシャルオリンピックスは非営利活
動で、運営はボランティアと善意の寄付によっておこな
われています。スペシャルオリンピックスでは、これら
のスポーツ活動に参加する知的障害のある人たちを
アスリートと呼んでいます。

スペシャルオリンピックスの使命
スペシャルオリンピックスの使命は、知的障害のある人たちに年間を通じて、オリンピック競
技種目に準じたさまざまなスポーツトレーニングと競技の場を提供し、参加したアスリートが
健康を増進し、勇気をふるい、喜びを感じ、家族や他のアスリートそして地域の人々と、才
能や技能そして友情を分かち合う機会を継続的に提供することです。

スペシャルオリンピックス⽇本・徳島のビジョン
スペシャルオリンピックスは質の高いスポーツトレーニングと競技会を通じて、知的障害の
ある人たちと触れ合うすべての人々が感動を共有し、県下に根付いた運動となることを目指します。

スペシャルオリンピックス名称が複数形の訳
「スペシャルオリンピックス」の名称が複数形で表されているのは、大会に限ら
ず、日常的なスポーツトレーニングから世界大会まで、様々な活動が年間を通
じて、世界中でおこなわれていることを意味しています。
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ボランティア大募集中！スペシャルオリンピックスに参加しませんか
SO の活動には多くの方の理解や協力が必要です。活動の趣旨に賛同し、参加・協力していただけるボ
ランティアを募集しています。スペシャルオリンピックスを共に支えて、一緒に活動してみませんか！
コーチ、サポーター、資金援助などあなたにできる、ほんの少しをお申し出ください。
寄付金・会費のご入金はこちらまでお願いいたします。
○郵便口座 01630-6-22084 スペシャルオリンピックス日本･徳島

◆今後の活動予定（スポーツプログラム以外）◆
11/23（金･祝） 9：30～17：00

2012 年 SON・徳島地区大会

12/6（木）

19：00～21：00

12 月運営委員会

12/9（日

10：00～12：00

臨時社員総会 障害者交流プラザ 3F 研修室

12/9（日）

12：30～16：00

クリスマスパーティー 障害者交流プラザ 3F 研修室

12/22・23・24（土・日・月）

障害者交流プラザほか

世界大会選手団合宿 東京

2013 年
1/6（日）

9：00～12：00

新春もちつき大会 障害者交流プラザ中庭、体育館

1/6（日）

18：00～21：00

新年の集い・世界大会壮行会 ホテルサンシャインアネックス３F

1/29～2/6
2/24（日）

2013 年 SO 冬季世界大会 韓国ピョンチャンにて
9：00～12：00

2013 年理事会・総会

スポーツプログラムの日程は SON・徳島 WEB サイトの活動スケジュールをご覧ください

【編集後記】
しばらくニュースレターが発行できておらず、心苦しく思っ
ておりましたが、やっと 22 号の発行ができました。新しく
事務局スタッフとして後藤信吾さん、鈴木あゆみさんも業務
を分担して頑張っています。アスリートを中心に、会員の皆
様のご活躍をニュースレターにまとめていると、いろいろな
ことが思い出されてとてもうれしく思います。これからもま
すます楽しく活動が広がりますよう願っています。
喜多條雅子

伝言板

●SON 徳島 WEB のご案内

日常のプログラム予定、お知らせ、ホットな情報
が見られます。また、サイトより、メーリングリスト
登録も可能です。メーリングリストとは随時、メー
カメラ付き携帯で簡単
ルで最新情報を送信しています。
にアクセス出来ます。
携帯URL：http://www.son-tokushima.or.jp/i/
PC URL：http://www.son-tokushima.or.jp/
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□発行： NPO 法人 スペシャルオリンピックス日本・徳島
〒770-0005 徳島市南矢三町 2 丁目 1－59

徳島県立障害者交流プラザ内
TEL 088-634-3173 FAX 088-634-3177
□担当： 広報委員会
□発行日： 2012 年 10 月 28 日

