
 「選手団として、一回り成長できました」   
スペシャルオリンピックス日本・新潟 新潟選手団  団長   皆 木  伸 介 

 夏季ナショナルゲーム・愛知に77名の選手団で参加してきました。参加者には従来の「①全力でプレーすること」「②多くの
友達を作ること」に加えて、「③運営して下さるボランティアに一層の感謝を」とお願いして向かいました。 
 競技会場や宿泊など待遇にずいぶん差があったり、運営面でもうまく回らないケースもありましたが、文句を言ったりするの
ではなく、「大変だね。ありがとう。」の声掛けをし、感謝の気持ちで臨むことができました。 
 これは2年前に冬季大会を新潟で行い、運営する大変さを皆で経験したからではないかと思います。そんな意味で選手団
として、一回り成長できたように思います。これからもSOに感謝の気持ちをもって参加できるといいなと感じた大会でした。 

          スペシャルオリンピックス日本・新潟ニュースレター             （１  ） 

スペシャルオリンピックス（ＳＯ）とは・・・ 
知的障害のある人たちに、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。 

スペシャルオリンピックスでは活動に参加する知的障害のある人を「アスリート」と呼んでいます。 
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2018年第7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・愛知 閉幕！ 
 9月22日（土）～24日（月・振） 

400mリレー、いざ出陣！気合
が入ります 

ゴルフ 

ボウリング 

陸上競技 卓球 

今大会を通じてSO夏季世界大会2019
アブダビへの出場が決定！ 
◎アスリート：望月辰紘さん（ゴルフ） 
◎パートナー：髙島信之さん（ゴルフ） 
◎コーチ：落合清美さん（陸上競技） 
◎スタッフ：皆木伸介さん           
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（２）       スペシャルオリンピックス日本・新潟ニュースレター                
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地区競技会 報告 

10/14（日）バスケットボール
＠西川総合体育館・新潟市 

6/16,17 第3回全国ユニファイドサッカー大会 
＠J－GREEN堺・大阪 

新潟医療福祉大学学生
ボラさんと対抗リレー！ 

バドミントンは
新潟市と南魚
沼市で活動し
ています！ 

Dv1,Dv2,女子,個人スキルに分かれてプレーしました！ 

元アルビの山口さんとパシャリ！ 

SON・富山から
も参加してくだ
さいました 

上越での地区競技会、頑張りました！ 枠内めがけて、シュート！ 

10/8 （月・祝）サッカー 
＠ホワイトウェーブ・上越市 

 第3回ユニファイドサッカー大
会が終了しました。ご声援有難
うございました。Div1で4位でし
た。アスリートとパートナーが連
動しました。アスリートは輝き、そ
のプレイは人を感動させます。
新潟のDALさんは試合終了後、
感動したと号泣して下さいました。 
（佐近 慎平） 
※ユニファイドサッカーは11/25
福井での競技会へ参加予定で
す。応援よろしくお願いします。 

ノ ン ス ポ － ツ プ ロ グ ラ ム 
プログラム 市町村 開催場所 

●ダンス 新潟市 
東総合スポーツセンター 

新潟ふれ愛プラザ 

●ヤングアスリート 新潟市 新潟医療福祉大学 

●よさこい 小千谷市 
小千谷市総合支援学校体育館 

小千谷市勤労青少年ホーム軽運動場 

↑オリンピックデイラ
ンでの学生ボランティ
アとユニファイドダン
ス＠ビックスワン 

9/17EKS
デーin小
千谷で 
よさこいの
演舞↓ 

活動紹介 

9/1（土）陸上競技 
＠新潟医療福祉大学・新潟市 

7/14(土)卓球・バドミントン 
＠東総合スポーツセンター・新潟市  



      スペシャルオリンピックス日本・新潟ニュースレター                  （３） 

10/28 HAP＆ユニファイドスポーツ®体験会 EKSデーイベントin新潟市  
 新潟医療福祉大学様を会場に「新潟医療福祉大学・SHAINプロジェクトpresents SON・新潟 HAP＆ユニ
ファイドスポーツ®体験会」を開催しました。当日は多くの学生さんがスタッフとして協力くださいました。 
 午前中はHAPの検診、4種類が実施されました。HAP4種類を一度に受診できることは全国的にも貴重な
機会ということです。 
 午後からは新潟医療福祉大学様の体育館をお借りして、ユニファイドスポーツ®体験会を開催しました。ア
スリート50名、学生さん30名を含む100名超の方が参加くださいました。 
サッカー、フロアホッケー、陸上、バスケットボールの4種目をユニファイド 
形式で体験しました。普段のプログラムと違う種目にチャレンジしながら 
新たな可能性を発見できたり、新しい出会いがあったりと、短い時間の中 
で存分に「ユニファイド」を、感じられた時間になったように思います。 
 イベントの最後には「ユニファイドロゴ」の入ったハンカチメダルを互いに 
掛け合いました。ご参加いただいた皆様、新潟医療福祉大学様、佐近 
慎平先生、運営スタッフの皆様、ありがとうございました！ 
 

 スポーツ体験だけでなく、音楽、アー
トでもつながる共生社会を新潟市から
来てくださった皆さん、南魚沼市のメン
バーの皆さんのおかけで体現できたイ
ベントでした。大会のレガシィとして報告
させていただきます。（保坂 吉彦） 

6/8 今年も南魚沼市立北辰小
でSOスクール（学校連携）を開催 

チャリティゴルフ大会  
ありがとうございました 

 総合型スポーツクラブ、SON・新潟共催による、車椅子バスケットボール招待試合
とユニバーサルスポーツ「卓球バレー、ボッチャ、スポーツ吹矢、フロアホッケー、バ
ドミントン、ディスクゴルフ、車椅子体験」を見る、体験する、支える、をミッションにし
た事業を行いました。障がい者に限らず、子供から高齢者まで幅の広い年齢層から
200名の参加がありました。 
 参加者からは、バリアフリースポーツ・SO種目の体験を通して、誰にでも容易にで
き、スポーツそのものの楽しさを体験できたと感想がありました。 
 また、SOの歴史や活動紹介コーナーも設置したことから、SOの理解促進にもつな
げることができ、有意義なイベントとなりました。 
 次年度も、他機関と連携し、障がい者の方が気軽に、気兼ねなく参加できるス
ポーツイベントを目指したいと思います。（谷口 博文） 

9/17  2020オリパラ新潟WBC車椅子バスケットボール体験会 
ユニス・ケネディ・シュライバー・デー（EKSデー）・イベントin小千谷市 

 キューブバルーンでみんなで楽しもう！ 

チャリティボウリング大会 開催 

  

女子18名、のべ合計66名がエントリーしました。10/7の決勝大
会には、アスリート18名、一般男子5名、一般女子8名、エキシビ
ションには16ペア32名にご参加いただきました。 
 開催にあたりまして、会場をお貸しいただきました三条サカイボ 

 今年も5月と10月にチャリティゴ
ルフ大会が2回行われました。 
 第24回は5/10（木）笹神五頭ゴ
ルフ倶楽部（阿賀野市）にて34名、
第25回は、10/11（木）フォレストカ
ントリー倶楽部（新発田市）にて、過
去最多の260名ご参加いただきま
した。第25回には上越妙高ブラン
チゴルフプログラムのアスリート望月 

 9月～10月にかけ「SON・新
潟 チャリティボウリング 予選
会・決勝大会」「エキシビション
ゲーム」を行いました。 
 5回の予選会には、アスリート
32名、一般男子16名、一般 

ウル様、グランドボウ
ル黒埼様はじめ参加
者の皆様、ご協力い
ただいた皆様、ありが
とうございました。来
年度は開催地区を拡
げて実施の予定で
す！ 

さんが参加しました。今年度は、協賛金とチャリティ金を合わ
せて、878,000円を頂戴しました。また、多くの協賛品もいた
だきました。 
 SON・新潟では、さらなる活動の展開やスポーツプログラム
の運営、大会参加費、全国・世界大会への選手団派遣のた
めに使わせていただきます。 
 ご参加いただいた皆様、ご協賛くださった皆様、そして、大
会準備から運営にご協力いただきました両ゴルフ場様、あり
がとうございました。心より御礼申し上げます。 



～コーチクリニック 実施報告～ 

■寄付（1万円以上） 
NST長岡支社/新潟北ロータリークラブ/元粋会/帯刀建設（株）/(株)大光銀行大形支店/（株）五十嵐コンピュータープレス/（株）大橋商会/ 
（株）中島映像教材/メトレス/森鐵工（株）/(株)エフ・エム・シー・新潟/桐澤建設（株）/(株)シーアンドエル/(株)ジンジャー/（株）AMC 
住友建機販売(株)新潟営業所/新潟亜鉛工業（株）/新潟県基準寝具（株）/新潟ヤナセ(株)/フォレストカントリー倶楽部/富士ゼロックス新潟(株)/ 
■賛助企業・団体 
新潟県立高田特別支援学校/（有）中島左官工務店/（有）河上工業所/小林事務機（株）/(有)シンクエンジニアリング/（株）新宣/（株）タカヨシ/
（株）塚田牛乳/(株)塗装内田組/長岡長生ライオンズクラブ/新潟環境整備(株)/新潟キワニスクラブ/(株)新潟計量システム/新潟縣護國神社/
新潟地区手をつなぐ育成会/（株）新潟日報社/新潟ファーネス工業(株)/新潟北酸（株）/白山神社/八海醸造（株）/飛田テック（株）/ 
(株)ホテル新潟/(株)本町調剤薬局/（株）アド・メディック/割烹の宿 湖畔/外山産業(株)/（株）五十嵐コンピュータープレス/（株）大橋商会/ 
メトレス/森鐵工（株）/(株)エフ・エム・シー・新潟/住友建機販売(株)新潟営業所/新潟県基準寝具（株）/富士ゼロックス新潟(株) 

■今後の予定 
☆おかげさまで来年2019年にSON・新潟は15周年を迎えます。引き続きSOの活動をよろしくお願いいたします。 
◎2019年1月27日 中越ブランチGO・A＆フィギュアスケート コーチクリニック＠柏崎市市民プラザ、アイスアリーナ 
◎2019年3月23日 SON・新潟 15周年記念 フロアホッケーフェスティバル2019in新潟 @秋葉区総合体育館・新潟市 
■公式Webページに毎月のプログラム日程、ニュース、イベント・コーチクリニックの開催案などのトピックスを掲載しています。
Facebookも更新しています！ 
■スポーツボランティア（コーチ・運営手伝い）、競技会ボランティア、イベントボランティアを募集しています。詳しい内容や募集案
内は公式Webをご確認ください。「出来ることを出来る時に」一緒に楽しみながら活動しませんか？ 
■賛助金納入のお願い 
スペシャルオリンピックスの活動は、ボランティアと皆様の賛助金・ 
寄付金で支えられています。 
賛助金は、個人年間一口 3,000円・企業団体年間一口 10,000円 
となっております。寄付も受け付けております。 
納入は、右記口座へお振込み(手数料はご負担願います)をお願いします。 
※今号は2018年5月～10月の内容を掲載いたしました。 

表紙・題字/皆木能理子/ボランティア 印刷協力/(株)新潟印刷 

（４）      スペシャルオリンピックス日本・新潟ニュースレター                    

SON・新潟 事務局より 

【振込先】 
ゆうちょ銀行  

記号番号：００５８０－５－１０１９６３ 
口座名：NPO法人 SON・新潟 

スペシャルオリンピックス支援自販機設置式典 
 ７月２０日午前１０時より、三条市の外山産業（株）様会議室で、新潟県内で民
間企業としては初となるSO支援自販機の設置を記念して、設置式典が開催され
ました。 
 ＳＯＮ・新潟から平山理事長、コカ・コーラ ボトラーズジャパン（株）から営業本部
広域法人・開発営業統括部の矢口様他関係者多数が参加して、外山産業グ
ループの外山晴一社長への感謝状贈呈式を行いました。設置された支援自販
機の現場に足を運んで、設置状況を確認した後に、関係者で記念撮影を行いま
した。 
 その後さらに、県内各地へSO支援自販機の設置を進めています。 
新潟市、三条市、柏崎市と行政、県内企業など10月末までに20台の設置が完
了しました。SO支援自販機を見かけた際にはぜひご利用ください。 

SON・新潟へご支援をいただきありがとうございます（企業・団体様のみ・2018.1～10月・敬称略・順不同） 

5/19（土） フロアホッケー（新潟市） 6/16（土） 下越ブランチGO・A 

6/24（日） 上越妙高ブランチGO・A 7/1（日） バスケットボール（新潟市） 

8/26（日） ユニファイドスポーツ®（新潟市） 

共催・協力イベント 報告 
■5/3  みんな一緒にスポーツで交流しよう ２０１８（新潟市） ■6/10 サンキューパーティ（新潟市）     
■6/16 ユニバーサルスポーツ体験会（小千谷市）  
■8/14,10/14 県ディスクゴルフ協会様と共催 ディスクゴルフ体験会 開催（長岡市）  
■8/29  長岡市スポーツ協会主催レクスポ教室内 フロアホッケー体験会 
■9/23,10/28  新発田市総合型地域スポーツクラブとらい夢様へフロアホッケー講師のべ４名派遣 
■9/29  ハートフルスポーツフェスタ（小千谷市） 
■9/29 長岡長生ライオンズクラブ様 すこやかともしびまつり内にてSOを紹介していただきました 
■9/30  大会実行委員会様と共催 第1回南魚沼郡市杯ボッチャ交流競技会   ■10/21 新潟市プログラム合同交流会 
■10/28  総合型地域スポーツクラブ「ネージュスポーツクラブ」のスポーツパーティ2018（十日町市） 


