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2020年第7回

スペシャルオリンピックス日本・冬季ナショナルゲーム

北海道開催に決定!!

全国のアスリートに最高のコンデションを!!
2020年第７回スペシャルオリンピックス日本・冬季ナショナルゲーム主観地区が
北海道に決定した通知が、２月８日付けでスペシャルオリンピックス日本から報告
がありました。多くのアスリートやファミリー、会員の夢と感動を生むナショナル
ゲームが開催できることは大変な喜びでもありますし、責任の重さを感じます。北
海道がまさに一致協力の元、全国のアスリートに喜ばれる大会を目指しましょう

写真は
2016SON冬季ナショナルゲーム・新潟

／

2018年度SON北海道総会開催
『18年度も一緒に』

SO 日本・北海道

理事長

池上

喜重子

北国の今年は、ことのほか寒さ厳しかったですが、春の陽ざしをまぶしく感じる頃とな
りました。皆さんお元気ですか。
私はテカテカ光る雪道に一度も転ばなかったのですが、雪もとけ始めてから、ちょっと
したことで左足首を捻挫しました。その何日目かで、SONの2018年度地区代表者会議が
東京で行われました。そこにもギプスを着けて出席しました。道路、駅、案内板。
この捻挫した足が、そして心が今まで気づかなかった色々なことを気づかせてくれまし
た。ちょっとした段差・階段を降りるときには足にこんなに負荷がかかること、寄り添っ
てもらう優しい手、言葉に普段感じなく行っている行為に改めて気づかされました。
「それぞれが持つ違いを個性として、互いに尊重しあう」、そんな「人が人を大切に
し、笑顔を交わし合える社会」の実現のため、国籍、人種、性別、障碍、病気にとらわれ
ず、すべての人が幸せとなるスペシャルオリンピックスは改めて素晴らしい活動だと思い
ました。
すばらしい報せがSONから1月24日に入りました。2020年第7回冬季ナショナルゲームが、北海道の地で開催され
ることが決定いたしました。これからの2年間で開拓者精神が宿るこの北の大地で、アスリート・アスリートの家族・

名寄市立

開催スタッフそして道民で、万全の準備をいたしましょう。そして全国の皆さんが勇気をもって挑戦し、輝き、笑顔

大学

の大輪が咲く舞台を用意いたしましょう。

アスリートの皆さん、元気で勇気をもって根気よくスポーツ活動を行い、多く人と交流し、よろこび合いたいと思い
ます。今期も一緒に楽しく過ごしましょう。
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池上

喜重子

学校法人理事

木賀

義晴

名寄プログラム代表、会社役員

水戸

康智

会社役員

池崎

潤

札幌プログラム代表、会社役員

今堀

英明

紋別プログラム事務局、会社役員

加藤

欽也

会社役員

加森

公人

会社役員

木村

勇市

会社役員

久保田 克己

役 職

等

会社役員

今野

征大

旭川プログラム発起人、高等養護学校教諭

田頭

理

弁護士

田中

豊一

釧路プログラム代表、教諭

富山

睦治

会社役員

中田

隆博

会社役員

楢山

秀明

広報委員長、会社役員

楢山

雪枝

事務局長、ＳＯ日本ナショナルトレーナー

新沼

透

紋別プログラム代表、会社役員

細谷

一博

SP 委員長、北海道教育大学准教授

本間

明

村松

弘康

吉野

隆宏

函館プログラム代表、特別支援学校教頭

渡部

章

歯科医師、前理事長

杉下

清次

税理士

大黒

伸一

SON スポーツトレーナー、前ファミリー委員長
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氏
名
阿部 雅司
池上 公介
池崎 豊
小川 芳範
佐野 順常
佐藤 良雄
長谷川 修

役 職 等
SO 日本理事、冬季五輪金メダリスト
学校法人理事長
会社役員
会社役員
ＳＯＮ北海道初代会長
会社役員、司法書士
会社役員

会計責任者
弁護士

総会前の理事会
総会風景
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2018年度 SO日本全国代表者会議
3 月 31 日に全国から約 160 名の各地区役員や関係者の参加で、
2018 年度地区連絡協議会全国代表者会議が、東京都本郷の文京学院大
学で開催されました。

スポーツ庁障害者スポーツ振興室長

黒沼 氏

北海道地区からは池上理事長、水戸副理事長、楢山事務局長が出席し阿部雅司顧問、楢山理事がパネルディスカッション
のパネラーとして参加しました。
最初にキーノートスピーチが有森理事長より「SO が社会を支える力になるため」と題して 20 分ほど講演され、次いで特
別講演としてスポーツ庁障害者スポーツ振興室長の黒沼一郎氏による「障害者スポーツの振興」の説明が 40 分ありました。
その後、支援企業スピーチとしてトヨタ自動車株式会社社会貢献推進部部長の
朽木英次氏による「スペシャルオリンピックスとともに」と題して、トヨタが
取り組んでくださっているスペシャルオリンピックスへの 各種事業についての
説明が 40 分ほどありました。
休息後、SON 事業報告及び事務局の新体制についての説明があり、パネルディ
スカッション１「外部連携・人」
、そしてパネルディスカッション２「外部連携・
組織」と題して PD がおこなわれ、PD１では地域でのオリンピアンやハイレベ
ルの競技選手と SO の連携、
PD２ではライオンズクラブはじめ地域の諸団体（主
阿部雅司・井上

謙・楢山秀明のパネラー に支援組織）との連携についての報
告や意見交換がありました。
2917 年度自己評価結果表彰後、スペ
シャルオリンピックス日本のオリジナル
テーマソング曲が発表され、作曲は「報
道ステーション」や「スーパーニュース」
など各報道・スポーツ番組のエンディン

トヨタ社会貢献推進部長 朽木 英次氏 グテーマ曲を作られた、ピアニスト・作
曲家の松永 貴志 氏の紹介がありました。軽快なパワーが漲る曲です。

スポーツプログラム委員長会議

翌日の全国スポーツプログラム委員長会議には、大山 SP 委員長と楢山事務局長が出席し、SON スポーツプログラム主要
事業報告ならびに活動計画について説明がありました。その後グループディスカッション「これからのスポーツプログラム
を考える〜スポーツプログラムの充実に向けて」があり、第２部では全国共通話題の討議をが行われました。
午後からは上半期ブロック会議が開催された、今までにない活発な二日間でした。

札幌Pフィギュアスケート体験会
札幌プログラム
コーチ 袖城 浩二
３月 11 日（日） 月寒体育館スケートリンクにて札幌プログラム
主催の「フィギアスケート体験会」を開催しました。
当日の参加者は、小学生など７名、現役アスリート３名、コーチ
４名、ファミリーコーチ２名、事務局３名、その他に参加者のご家
族含め多くの方にご参加いただきました。
スケートは初体験の方もいらっしゃいましたが、各レベルに合わ
せコーチが親切に指導されていました。
プログラム終了後は、参加者に参加証明証と手作りのメダルがプレ
ゼントされました。
体験会実施後２名の新規アスリートがご入会いただいております。
こういった活動を今後継続していけれたら思います。

参加者全員での記念撮影

／

新スポーツプログラム委員長
SON北海道スポーツプログラム委員長に就任して

岩見沢P

大山

裕太

北海道のスポーツプログラム委員長に就任いたしました、大山祐太でございます。
2020年冬季ナショナルゲームの誘致が決まり、北海道の真価が問われているタイミン
グでの拝命ということで、使命感とともに大きな重圧も感じております。
私の使命は、SO活動の根幹であるスポーツプログラムの充実を図ることです。新規会員の
獲得、コーチの専門性のさらなる向上、活動拠点の増大など、多くの達成すべき課題があ
りますが、皆様と共に一歩ずつ前に進んでいけるよう努めてまいります。
2004年に青森県でSOに携わり、これまでプログラムの運営や県の事務局、世界大会の
引率など、さまざまな経験をさせていただきました。その全てを糧として業務にあたりた
いと思います。まだまだ前任者には及びませんが、コーチ宣誓にあるように「役割に徹し」、「全ての
アスリートに対して、安全な環境で質の高いスポーツとトレーニングの機会を提供する」ことができる
よう、精一杯頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。

2018年 賛助会員のみなさま

本年度も多くのご支援を賜り
ありがとうございます。

㈱玄米酵素、北幹警備保障㈱、村松法律事務所、㈱土屋ホールディングス、太平不動産㈱、㈲サムプランニング、㈱つ
うけんアドバンスシステムズ、ダイシン設計㈱、キャリアバンク㈱、丸幸道央仮設㈱、三好歯科クリニック、(一社)子
供と青空、㈱プランニングホッコー、大洋事務機、㈱サン広告社、㈱ほくていホールディングス、㈱MOEホールディン
グス、(学法)池上学園池上学院高等学校、(公財)北海道障害者スポーツ協会、認定NPOランナーズサポート北海道、(一
社)北海道ボウリング場協会、JAIFA札幌(ソニー生命)、札幌西北ロータリー倶楽部、(株)アドレ、北海道税理士会、富
士ゼロックス(株)、富士ゼロックス端数クラブ、国際ライオンズクラブ331-A地区、(一社)MDRT日本会

以上札幌

平田歯科医院、まきむら歯科医院、林税理士事務所、渡部歯科医院、㈱大栄建設、大日寺、㈱ソーゴー、㈱川村建設、
タナカスポーツ、㈱紋別セントラルホテル、ひろせ歯科医院、(医)若松歯科医院、伊藤漁業部、妙進寺、㈲フェアヴェ
イクすぎやま、マツデン、クワトロ、㈲水野鉄工所、おおさわ鍼灸整骨院、たかはし歯科医院、河野歯科医院、さとう
歯科医院、紋別ファミリー歯科医院、㈱宮川商店、オホーツクソーテック㈱、紋別ハートシャルの会、紋別体育協会、
小川澄子、多古富、井山等会計事務所

以上紋別

㈱五十嵐組、おいしっく、㈱丸徳木賀商店、㈱喜信堂、㈱こころ保険、㈲小谷自動車整備工場、㈱高槁組、たに内科ク
リニック、㈱名寄新聞社、北星信用金庫、グランドホテル藤花、㈱真鍋組、㈱緑や、三浦自動車㈲、北昭産業㈱、ふう
れん特産館、藤田産業㈱、大野土建㈱名寄本社、㈱北方印刷所、㈲上松産業、定木税務会計事務所、梅野博事務所、カ
ワハラクレーン、㈱東洋社、(医)臨生会吉田病院、㈲ミヤザキスポーツ、㈱名寄振興公社、さんぺい動物病院、せきの
う歯科医院、伊東則彦、(医)あべクリニック

以上名寄

山田歯科医院、㈱亀田清掃、はあと地域共同作業所
旭川青果卸売市場㈱

以上函館

（３月末日現在・順不同、敬称略）
正式名称と違う表記の場合はご容赦、ご連絡ください

以上旭川

〒064-0811

北海道札幌市中央区南11条西１丁目５-16
カサウィスタリア304

tel 011-215-0661 fax011-215-0662
Email: son̲hokkaido@son.or.jp
http: //www.son-hokkaido.org/

編 異常に雪の多かった冬も終わり、春の訪れを身近に感じる今日この頃です。本年度の総会も終わり、新たな体制で北海
集 道地区も各地プログラムの活動が動き始めました。大きなニュースとして、2020年の冬季ナショナルゲームが北海道
に正式に決定しました。10年前に「北海道でNGをやろう」と言った時には嘲笑されましたが、今は開催に向けて動き
後 始めています。先日の会議で無理だと思ってやらない事より、やってみる事の大切さを理事長は涙ながらに話されてい
記 ました。アスリートは常に頑張っています。私たちも素晴らしい大会に向け、一致団結して頑張りましょう。H.

