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スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・福岡
北海道選手団第１回合宿

初めて会う仲間、コーチとの
親交を深めるために、合同
トレーニング後にボッチャ
でゲームをしました

細谷団長からの現地説明

・2015年２月28日〜3月１日 第1回 SON北海道・東北ブロック
冬季競技会 （仮称） を札幌で開催決定!!
・SON北海道ボーリング大会 2014年11月30日 開催：札幌市

／
夏季大会地・福岡視察報告
2014 福岡 NG 団長

細谷一博

7 月 12 日〜13 日に福岡 で 2014 2014 年第 6 回スペシャルオリンピック日本夏季ナショル ゲーム・ 福
岡の現地視察および事前説明会に参加してきました。前日まで九州地方は台風が直撃し、当初はたどり着く
のか、そもそも函館空港を飛び立てるのか？と心配されましたが、無事に行ってくることができました。
北海道 からの視察は 1 名だったため、全ての競技会場競技会場を視察することはできませんでしたが、今
回の視察では、水泳会場・ボウリング会場・バスケット会場・宿泊施設（ グローバルアリーナ、社会教育総
合センター）の視察を行いました。
今大会は『はじける はずむ わたしも わたしも ・ ふくおかから』をテーマに掲 げているように、いずれの
会場も素晴らしい施設であり、各会場で活躍するアスリートの姿が今から楽しみです。今大会は 47 都道府
県から参加があり、アスリート 1050 名、大会役員・ 審判約 800 名、役員・ コーチ 500 名、ボランティア
約 4000 名、 ファミリー・応援約 10000 名の総勢 16350 名の規模で開催され、全国の SO に関わってい
る人との新しい 出会いがあることを期待しています。
また、大会事務局の説明では当日はサプライズゲストを予定 しているやら、予定 していないやら・・ と
各選手団を最高の状態で迎えるべく、準備が進められておりました。
今大会 に参加する SON 北海道はアスリート 13 名、コーチ を含めたスタッフが 11 名の総勢 24 名の選
手団構成されています。初めて出場するアスリートやスタッフもおり、いろいろと準備など、皆様にはお手
数をおかけしますが、ご協力のほどよろくお願いたします。無事に選手団が大会に参加し、最高のパフォー
マンスをすることができるよう、スタッフ一丸となってサポートをしていきたいと思います。

マリンメッセ開会式会場
バスケットボール会場

グローバルアリーナ選手宿舎

水泳会場

／
札幌フィギュアスケートCC
札幌プログラム／スポーツプログラム委員会/学生委員会

林

文也

7/21 札幌でフィギュアスケートのコーチクリニックを開催しました。
ゼネラルオリエンテーション・アスリート理解では、SO の理念等やアス
リートの事（特にてんかん）について学びました。実技では、スケート初
心者の方も多くいましたが、講師の方の分かりやすく、丁寧な指導により
楽しくかつ安全に実技を学ぶことができました。これからも安全に留意し
ながら楽しく、日々のプログラムを開催したいと思います。

新ひだか町静内馬術CC
北海道地区

事務局長

楢山雪枝

９月２１日、秋晴れのサラブレットの産地・新ひだか町静内で、初めて
のコーチクリニック[馬術]を開催することができました。
トレーナーにＳＯＮ神奈川から太田恵美子ＳＴを迎え、静内農業高校馬
術部の高校生ほか３０名が参加。静内農業高校で丹念に育てられた３頭の馬
たちとの、楽しいコーチクリニックになりました。
特に、清々しい高校生たちが馬と人との融合に一生懸命取り組む姿が印
象的でした。

まるで高校の授業のようでした

馬術プログラムがスタートされる日が楽しみです。

初めての馬上で少し緊張

紋別端野町カレーマラソン参加
紋別プログラム／北海道地区
9 月 14 日、端野町で開催されました、カレーライスマラソンに、紋別プ
ログラムから 5 チーム（アスリート 7 名を含む）総勢 24 名で参加してきま
した。
タイムを争う大会ではないため、親睦を兼ねマラソン後、賞品のカレーの
具でカレーを作り、楽しい一時を過ごしました。また大食い大会には、昨年
男子の部 2 位の柴田コーチに続けと、女子の部に遠藤コーチが参加しました
が、健闘及ばず敗れはしました。アスリート・コーチの大きな声援を受け、
大いに盛り上がった 1 日でした。来年もまた、参加します。

理事長

渡部

章

／
北海道各 地 プ ロ グ ラ ム の 連 絡 先

【札幌プログラム】事務局：田頭 理
住所：〒060-0001 札幌市中央区北１条西15丁目大通ハイム205号 知事公館前法律事務所
TEL：011-613-3434／FAX：011-613-3433／メール：tagashira-law@wit.ocn.ne.jp
【紋別プログラム】事務局：矢野 雅次郎
住所：〒094-0005 紋別市幸町３丁目２−２６「茶豆館」内
TEL：0158-23-6081／FAX：0158-23-6070／メール：knmqm963i@yahoo.co.jp
【釧路プログラム】代表：田中 豊一
住所：〒085-0007 釧路市堀川町2-13
TEL/FAX：0154-24-1703 ／メール：toyot@kctvnet.jp
【名寄プログラム】事務局：楢山 秀明
住所：〒096-0010 名寄市大通南5丁目7 ㈱北方印刷所内
TEL：01654-2-2337／FAX：01654-2-2115／メール：narayama@hoppoh.jp
【函館プログラム】事務局：細谷 一博
住所：〒040-8567 函館市八幡町1番2号 北海道教育大学教育学部函館校
TEL/FAX：0138-44-4279／メール：hosoya.kazuhiro@h.hokkyodai.ac.jp

報告
北海道
ボウリン
グ場協会
様から
６月22
ボウリン
グの日に、道内28センターで行わ
れたチャリティ募金全額を、ＳＯ
Ｎ北海道にご寄付頂きました。
ありがとうございました。

スペシャルオリンピックス日本・北海道事務所
住所：〒060-0042 札幌市中央区大通西18丁目２-8 北海道NPOプラザ ブース６
TEL/FAX： 011-644-0625 メール：son̲hokkaido@son.or.jp

企業・団体賛助会員名
(株)ニトリホールディングス、三好歯科クリニック、(株)玄米酵素、北幹警備保障(株)、松村法律事務所
(株)土屋ホールディングス、太平不動産(株)、(有)椿 武愛子オフィス、(有)サムプランニング、
(株)つうけんアドバンスシステムズ、ダイシン設計(株)深川出張所、（以上札幌）
あかいし内科医院、(株)五十嵐組、おいしっく、海晃グループ本部、(株)丸徳木賀商店、(株)喜信堂
(株)こころ保険、(有)小谷自動車整備工場、(有)ゲンキハウス、(株)スキル、(株)高橋組、(株)Linkle
たに内科クリニック、(株)名寄新聞社、北星信用金庫、グランドホテル藤花、(株)真鍋組、(株)緑や
三浦自動車(有)、メナード化粧品名寄代行店、(有)ミヤザキスポーツ、医療法人臨生会吉田病院、
(株)名寄振興公社、(有)トータルメンテナンス、さんぺい動物病院、カワハラクレーン(株)、
藤田産業(株)、大野土建(株)名寄本店、(株)北方印刷所、(有)上松産業、東洋社、定木税務会計事務所
梅野 博事務所、(学)山崎学園 光名幼稚園、北昭産業㈱、㈱ふうれん特産館（以上名寄）
平田歯科医院、まきむら歯科医院、(株)幸栄商事、林税理士事務所、渡部歯科医院、(株)大栄建設、大日寺
北栄建設産業(株)、タナカスポーツ、(株)紋別セントラルホテル、紋別ゴルフセンターサンロード
医療法人社団若松歯科医院、(有)まるしめ敬礼商店、広瀬歯科医院、(株)川村建設、井山等税理士事務所
(株)小熊工業、グランドスナック大政、紋別みなと病院、(株)ソーゴー、妙進寺、妙進寺婦人会、(株)マツデン
河野歯科医院、(有)フィアヴェイクすぎやま、清水漁業部、(有)水野鉄工所、妙進寺信行会、多古富
伊藤漁業部、紋別ファミリー歯科医院、おおさわ針灸整骨院（以上紋別）
山田歯科医院、JRはこだて開発(株)、高丘設備(株)、三方設備工業(株)、(株)亀田清掃 （以上函館）
正式名称と違う表記の場合はご容赦、ご連絡ください
（９月末日現在・順不同、敬称略）

協賛企業・団体
個人

訃

報

サッポロビール株式会社、（一社）北海道ボウリング場協会、ソニー生命保険札幌支社
国際ソロプチミスト札幌ハーモニー、富士ゼロックス(株)、富士ゼロックス端数クラブ（札幌地区）
名寄朝日ボウル(名寄地区) 紋別ローヤルボウル(紋別地区) 国際ソロプチミスト函館（函館地区）
大久保晃ニ 様、川崎 勇 様、鎌田妙常 様、伊東則彦 様

前名寄地区会長兼北海道地区副会長、NPOスペシャルオリンピックス日本・北海道
顧問の久保田 宏様が９月24日にご逝去されました。謹んでお悔やみ申し上げます。

編集後記

暑い暑いと言っていた時期から、もう雪の話がでてくる季節になりました。今年は北海道も異常気象（頻繁なので異常
ではないか？）の影響で、各地で豪雨や台風等での災害がありました。被災された皆様にお見舞い申し上げます。
さて４年に一度の夏季ナショナルゲームが間近です。アスリートの皆さんは体調に気をつけて、頑張ってください。N

