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振り込み先

　SOの活動は、1962年にアメリカのケネディ家から始
まり、現在では世界170ヶ国で展開されています。私た
ちは知的障がいのある方を「アスリート」と呼び、日常の
スポーツトレーニングや競技会を共に楽しんでいます。ト
レーニングを継続する中でルールや社会性、自立心、人と
のかかわり方などを自然に身につけます。活動の中でアス
リートが発揮する可能性の数々に、かかわるボランティア
も感動と刺激を受け、決してあきらめない心を学びます。
SOはアスリートだけでなく、みんながともに成長する活
動です。

　スペシャルオリンピックス日本･福岡は１９９６年に設
立され、福岡を中心に春日市､北九州市､久留米市､古賀
市、飯塚市と活動の輪が広がっています。現在１6種目25
会場のプログラムに２２０名を超すアスリートが参加して
います。スポーツプログラムは、主に（月２～３回）×４
ヶ月を１クールとし､年間を通して行われています。

スペシャルオリンピックスとは（SO）・・・

福岡では・・・・・・・・・・・・・・・・

事務局だより事務局だより事務局だより

正会員
　　 　個人 入会金（初年度のみ） 5,000円
　　 　個人 年会費 5,000円
　　 　法人（団体）入会金（初年度のみ） 10,000円
　　 　法人（団体）年会費 10,000円
賛助会員　年会費　
　　　　　　　個人　1口 3,000円
　　　　　　　 法人　1口 10,000円
募金会員
　　　　　　　　　　1口 1,000円

会員申込みについて

【郵便口座】　０１７７０ -１　１２６６２４　
 スペシャルオリンピックス日本・福岡

【銀行口座】　福岡銀行 本店営業部　
 口座番号　普通預金　６３２４７１９
 特定非営利活動法人
 スペシャルオリンピックス日本・福岡

今後の日程2015年スペシャルオリンピックス
夏季世界大会・ロサンゼルス
2015年スペシャルオリンピックス
夏季世界大会・ロサンゼルス

2015年7月25日～8月2日

●SO日本選手団として福岡から6名出場します。

開会式：7月25日　 閉会式：8月2日
ホストタウンプログラム
     7月21日～7月24日

足立 裕匡／白石 倫啓／松岡 慎也／渡部 光稀

参　加　者：177ヶ国・地域より540,000名（予定）
日本選手団：120名を予定
実 施 競 技：25競技

大会サイト  http://lagames.prod.psddev.com/

2015年7月25日～8月2日にかけてスペシャルオリン
ピックス発祥の地、アメリカ合衆国ロサンゼルスで開催
されます。スペシャルオリンピックス日本ではこの大会
に、2014年11月に開催した「2014年第6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・福岡」の結果
を基に選考された日本選手団を派遣します。

2015年 第3回 スペシャルオリンピックス日本･福岡
冬季地区大会

開　催　日／ 2015年4月11～12日
会　　場／ 飯塚市：サンビレッジ茜
 福岡市：パピオアイスアリーナ（予定）
実施競技／ ・アルペンスキー ・スノーボード ・フロアホッケー
 ・スノーシューイング ・フィギアスケート
 ショートトラック ・スピードスケート（別日程）
トーチラン／ 3月21日大濠公園周回コース

《お知らせ》
2015年、SON・福岡は地区設立20年目を迎えます。

設立20年記念式典
 2015年6月13日㈯ みらいホール（電気ビル）
 　　•式典
 　　•記念講演  細川佳代子 SON名誉会長

《チャリティゴルフのお知らせ》
第4回 チャリティゴルフ大会in北九州　開催
 2015年5月9日㈯　若松ゴルフ倶楽部

第18回 チャリティゴルフ大会in福岡　開催
 2015年9月19日㈬　芥屋ゴルフ倶楽部
 　　（春から秋へと変わりました）

サッカー

永久 凜紗子バスケットーボール

亀石 直希サッカーヘッドコーチ
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発行日／平成27年2月
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夏季ナショナルゲーム・福岡 
スペシャルオリンピックス日本 第6回

2014年11月1日㈯～3日㈪

　47都道府県全ての地区から参加の1,500名の選手団を

迎えて3日間の夏季ナショナルゲームが始まりました。

　第6回となる今大会は、夏季12種目に加えて馬術のエキ

シビジョンが県内10ヶ所の競技会場にて開催されました。

　地元ボランティア、全国からの応援に10,000人以上の

方々が参加され思い出深い大会となりました。



11月1日
マリンメッセ福岡

開 会 式

聖火入場！

選手入場！！
地区旗を掲げて堂々と

　開会式は、名誉総裁高円宮妃
久子様、キャロライン・ケネディ米
国大使、ティモシー・シュライバー
SO国際本部会長他ご来賓ご臨席
のもと、大きな歓声に包まれて熱気
あふれるものとなりました。45分
間に渡る入場行進は圧巻でした。

若葉高等学校ダンス部の皆さん

シュライバーSO国際本部会長

有森裕子大会会長

ケネディ駐日米国大使司会の森 理世さん　 弓削さん   　 竹野さん

後列左  君原健二さん　後列右  小鴨由水さん
前列右  佐藤真海さん

三井会長倉重さん

精華女子高等学校吹奏楽部のみなさん
ハイタッチ！！　ハイタッチ！！

福島は応援メッセージを掲げて入場
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福岡市総合西市民プール

　夏季NG福岡大会の水泳25m自由形に出場し決勝では
予選より速い23.12秒で1位の金メダルを獲りました。皆
の応援で緊張しましたが嬉しかったです。
有森理事長の始球式や表敬訪問に参加でき良かったです。
ありがとうございました。
冬季のスキーもがんばります。

　メダルをもらいました。とてもうれしかったです。

水泳

東平尾公園博多の森陸上競技場陸上

アスリート 高橋　ゆき

アスリート 安永　研二

　ぼくは、水泳25m自由形に出ました。
決勝では失格になりメダルをもらえませんでした。
かなしかったので、つぎはがんばります。

アスリート 湯浅　岳辰

　今年で3年半になりました。
全国大会では、4位でメダルは逃しましたが、金メダルをと
れるようにタイムを27秒を切れるように精一杯泳ぎます。
みなさんほんとうにありがとうございました。

アスリート 藤野　崇

　わたしは、スペシャルオリンピックスの
ナショナルゲーム陸上で出ました。
100m走と4×100mリレーに出ました。いっ
しょうけんめい走りました。
とても楽しかったです。金メダルを2個もら
いました。
　メダルをおじいちゃんやおばあちゃん、学
校の先生やお友達に見てもらいました。とて
もうれしかったです。また大会に出たいです。
これからも練習をがんばります

アスリート 岩原　えみな
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グローバルアリーナ体育館

　私は、初めてナショナルゲームのバドミントンで参加しました。
選ばれたときは、「自分が出ていいか？」と不安を感じましたが、皆さんの応援のおかげで
2日間の試合のうち1勝のみできたので、とてもうれしかったです。　そして、聖火を最後に
灯したり、めったに出きない経験もたくさんできたので、いい勉強になりました。
　今後も自分が大会にいつでも出れるように課題を見つけて克服できるように練習を
がんばります。

バトミントン

粕屋町総合体育館（かすやドーム）バスケットボール

アスリート 倉重　力

　私はこの全国ナショナルゲームはいい経験に
もなったしくやしさもあり楽しさもあった大会に
なりました。この大会で印象に残ったのは開会式
での合唱と迫力があるダンスそして何よりも米
国からの来客にびっくりしました。
本当にこのナショナルゲームの為ありがとうご
ざいました。
私はバスケットボールで東京と山口にいどんでい
きましたが東京にはシュート力とスピードで負け
てしまい山口は同じくシュート力と体力で負けてしまいました。本当の本当にくやしい気持
ちになりましたが、試合中に審判に「頑張れ」との言葉をいただいたのが支えになりあらた
めて一生懸命にやることが大事だと気づきました。本当にこの大会で支えてくださった
方々にありがとうを伝えたいです。

アスリート 安藤　里未

応援に来ていただきました
谷井宗像市長

メダルの授与 開始式　アスリート宣誓

ボランティアのみなさんと
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博多スターレーン

　全国大会に参加できてうれしかった。アスリートの応
援と学校の友達の応援でぼくもガンバりました。また全
国大会に出られるように練習をたくさんしてスコアアッ
プします。ボランティアさんやコーチの方々ありがとう。

ボウリング

グローバルアリーナ
　グリーンフィールドＡ・Ｂサッカー

アスリート 高田　怜

　今回の大会の宿泊を通して経験したことは、全国の仲
間とふれあったことです。アスリート交流会では、皆で一
緒に踊ったりしました。
2日と3日の試合では、そんな仲間と本気で戦いました。
全国に仲間がいたから自分にも自信を持って挑むこと
が出来ました。これからも、練習を積み重ねて、また全国
の仲間と戦っていきたいです

アスリート 馬場　創大

　ナショナル福岡大会11月1.2.3日大会がありました。
マリンメッセで開会式がありました。応援メッセージありがとうございました。
サッカーは試合がグローバルアリーナで雨と風でした。
　僕は3日前から体調が悪かったけど試合は精一杯がんばった。試合は勝った。
とてもうれしかった。元気になりました。決勝の日天気も晴れ、試合も勝って
金メダルをもらいました。みんなでがんばったからメダルを獲れたと思います。
　コーチ、ボランティア、スタッフ、ファミリーのみなさま応援ありがとうござ
いました。感謝。
世界大会は僕は行けないけどガンバってね

アスリート 桑原　洋晃
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若松ゴルフ倶楽部

北九州市立総合体育館

ゴルフ

卓球

　コーチとゴルフをがんばりました。 銀メダルをうけとりました。
うれしかったです。

アスリート 落合　泰之

　ナショナルゲームがんばりました。いつもよりボールがとびました。

アスリート 樺嶋　祐輔

　ナショナルゲームたのしかったです。
金メダルもらってうれしかたです。

アスリート 馬場　那旗

　寒い中アスリートが頑張って全員メダルが取れたこと。同室の他
県コーチより、アスリート同士の仲が良くコーチとのコミュニケー
ションも良くとれてますねと言われた事が嬉しかったですね！

コーチ 宮原　孝平

　ナショナルゲームスに出られてありがとうございました。私は卓球に出
ました。銀メダルが獲れました。
強い人が多かったけどがんばりました。私が勝った時、父も母もとてもよ
ろこんでくれました。私はとてもうれしかったです。
学校でも放送で銀メダルの報告がありました。はずかしいけどうれしかっ
たです。卓球代表の女子と仲良くなれました。試合をした人とも仲良くなり
ました野田コーチとたくさん話をしました。よかったです。
あんなにたくさんの人が開会式にきていたのでびっくりです。
もっと練習をしようと思いました。いろいろなことをがんばります。

アスリート 尾造　藍
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東平尾公園
博多の森テニス競技場

福岡県馬術競技場

テニス

馬術

　初めてナショナルゲームに参加して想像してい
た以上の規模の大きさにびっくりしました。今ま
で正式な試合をした事がなかったのでとまどい
があり思うような試合が出来ませんでしたが、と
てもいい経験になりました。
　仕事を始めたばかりで思うように練習が出来
ませんがもっといい練習をして強くなりたいと思
いました。日頃の練習をがんばり、次のナショナルゲームにも参加したいです。
　開会式、閉会式にはいろんな人達が応援するために来てくれてとても嬉しかったです。

アスリート 永田　万悠

　ぼくはスペシャルオリンピックに参加できてすごく自分のためになりまし
た。
最初は大丈夫だろうかと少し思いました。でもひごろ練習したせいかが出て
自分では全力を出せれたと思います。
　それとぼくががんばれたのは、協力をしてくれた人達や応援してくれた人
がいたからこそがんばれたと思います。本当みなさんには感謝をしています。
大会が終わった後も、次の目標に進んで行きたいとぼくは思います。
これからもコツコツとがんばりたいと思います。今度ある時はまた全力で
ぶつかっていこうと思います。

アスリート 青木　孝文

　初めて馬に乗った時はこわ
かったけど、練習して、かわいく
感じるようになりました。オリン
ピックスでは緊張して手に汗を
かいたけど、上手に乗れました。
ほかのアスリートをお話したり
おみやげを交換して楽しかった
です。
ミーシャさんの歌が上手だった。

アスリート 本間　明日香

表彰式を終えて　笑顔のアスリート

出場のアスリートたちがメダルを手に
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11月3日（土）国際会議場～

11月2日（日）福岡国際ホール

ファイナルレグ

全国ファミリー ボランティア交流会

　全国よりお運びくださった530名を超す方々を官兵衛がお出迎えし絶妙な司会
で交流会は幕を開けました。SO日本からの来訪と司会者の粋なトークで会場が
沸き、出演の3団体のお陰で皆が1つになり心に残るひと時となりました。
実行委員が手を携え福岡での精一杯のおもてなしに心をときめかせ各々が力を
発揮！！にわかマスコット誕生からグッズ販売へ・・・数点の抽選予定が企業25社千
点以上の提供を頂きました。これはSOの活動に心を同じくしてくださった方々か
らの暖かな贈り物でした。お力添えを頂いた多くの方々に心から感謝を申し上げ
ます。皆で力を注いだこの大会で巡り合ったご縁はかけがえのない宝物となりま
した。素晴らしい経験をさせていただきありがとうございました。

ファミリー交流会実行委員会　委員長　安永　恭子

　トーチランのファイナルレグを11月1日午後2時15分から行いました。
太宰府で3月に採火された聖火を北九州市や福岡市、古賀市、宗像市、粕屋町でリレー、この
日開会式会場のマリンメッセへ届けました。コースは国際会議場横からベイサイドプレイス
折返し、メッセまで約2km。アスリート17人でリレーしました。マラソンの君原さん、小鴨さ
んをはじめ大濠ランナーズ、博多陸友会の方々もサポートラン。スタート地点では小川福岡
県知事をはじめ、たくさんの方々から応援いただきました。沿道には100人を超えるボラン
ティアのみなさんが誘導や警備にあたるとともに大きな声援を送っていました。

ファイナルレグ実行委員長 竹田　憲司

国際会議場からベイサイドへ向けて

竹田実行委員長のオリエンテーション

マリンメッセに届いた聖火

黑田官兵衛、衣装は100均にて調達！後姿は渡邊大会事務局長

博多一本締め

よさこいのみなさん

JOY倶楽部のみなさん

君原さん、小鴨さんと一緒に

ランタンから点火へ
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11月3日 アクシオン福岡
メインアリーナ

閉 会 式

ティモシー シュライバーSO国際本部会長

松尾新吾大会副会長 SON旗返還

聖火の収火

JOY倶楽部 竹下太鼓

有森裕子大会会長

山﨑広太郎実行委員長

福岡選手団、有森さんを囲んで
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福岡選手団団長　熊田　博計　「団長としての思い」

　事務局から、ほとんどのコーチは、競技役員や引率責任者等を担当しており、皆忙しくしている。冬の競技にか

かわっているあなたは、手が空いていると思われるので「団長を」と連絡がありました。

「できることをそれぞれが引き受ける」ことが大事と承知していたので、己の適性は考えず、引き受けてしまった。

　開会式。大変驚き、感動しまくり。長野の世界大会にファミリーとして観戦しましたが、まさに世界大会並みの

開会式だなーと自然につぶやきました。

　競技種目。ボウリングでは、小川県知事の激励を受けました。小川知事はボウリングの経験がきっとある。その

眼差しが真剣そのものでアスリートに対し声援を頂きました。福岡選手団のアスリートは頑張る勇気をたくさん

もらいました。

　宿舎。他府県のコーチと接する事ができました。同室だった北海道のコーチも父として、兄として適切な声掛

けをしていた。アスリートも信頼して、落ち着いていました。若いコーチが沢山増え、SONの活動はこの先明るい

ぞ～。福岡のコーチもテキパキと行動し、チームをうまくまとめていた。いつでもヘッドコーチが勤まると敬服

しました。

　団長。自信のかけらもなかった。アスリート・コーチ・ボランティア・ファミリーがお互いを尊重し、協調し、成し

遂げる事ができると信じていた。

解団式でコーチの方々と最後に熱い握手をすることができた。老眼でものが見えなくなっているのに、涙がた

まって尚更、達成感に満ちたコーチやアスリートの笑顔も見えなくなってしまった。本当に、いい経験をさせてい

ただいた。

合言葉は「ありがとう」

●福岡選手団

●開 催 競 技

2014年 第6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・福岡  

●陸上競技〔博多の森  陸上競技場〕 ●テニス〔博多の森  センターコート〕
●体操競技〔アクシオン福岡〕 ●バレーボール〔アクシオン福岡〕
●ボウリング〔博多スターレーン〕 ●バスケットボール〔かすやドーム〕
●水　泳〔総合西市民プール〕 ●卓　球〔北九州市立総合体育館〕
●ゴルフ〔若松ゴルフ倶楽部〕 ●バドミントン〔グローバルアリーナ〕
●サッカー〔グローバルアリーナ〕 ●フライングディスク〔グローバルアリーナ〕
●馬　術〔福岡県立馬術競技場〕
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2014年11月31日（日）国際ホールにおいて300名が

集った「感謝のつどい」は2014年第6回スペシャルオリ

ンピックス日本夏季NG・福岡実行委員会の皆様も参加

され賑やかに開催されました。全国大会でご協力いた

だいたボランティアの皆さんへの感謝状の贈呈式が行

われ、大会事務局が用意した全国大会のスライドショー

には、場面ごとに会場から歓声が上がり誰の胸にも

大会の感激がよみがえりました。

アトラクションは、「博多にわか」「手話ダンスYOU＆I」

「アスリート委員会ハンドベル演奏」と盛り上がり、会場

一体となっての感謝のつどいとなりました。

　 9月23日（火・祝）福岡シンフォニーホールにて「2014年 第6回SO夏季
ナショナルゲーム・福岡」支援の為開催されたコンサートは満席となりました。
　2005年長野で開催された第8会冬季ワールドゲームの支援に始まったこ
のコンサートは「コバケン」こと小林研一郎氏を中心に遠くはヨーロッパか
らも駆けつけられる演奏家の手によって行われるものです。
　これまでにもナショナルゲームのプレイベントとして各地で開催されて
おり、福岡でも待ち望まれたものでした。
　何らかの障がいのある方々をご招待したいとのマエストロのご希望で会
場には初めてクラシックにふれる方も多数ご来場でしたが熱情溢れる指揮
と演奏に会場は一体となり、深い感動に包まれたものとなりました。
　マエストロ初め演奏家の皆様、実行委員会、運営委員会の皆様、会場をお
手伝下さったボランティアの皆様、ご尽力ありがとうございました。

2014感謝のつどい

｢コバケンとその仲間たち
　　　オーケストラ2014in福岡｣ 開 催

受付にて

細川名誉会長

熱のこもったリハーサル風景

手話ダンス、会場みんなで！

松崎真治さんの「博多にわか」に笑いの渦！ アスリートのハンドベル演奏

松尾理事長 山﨑副理事長 多田副理事長
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