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バスケットボール女子バスケットボール女子 サッカーサッカー

2015年スペシャルオリンピックス

Traditional Female Div.3 第1位

SON ・ 福岡 アスリート
 永久 凜紗子

ディビジョン M3 第4位

　2015年7月25日～8月2日にかけてアメリカ 
ロサンゼルスで「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」が開催され
ました。日本から11競技、118名の選手団が派
遣されました。福岡からは、サッカーのアス
リート4名とコーチ1名が、バスケットボール女
子のアスリート1名が参加しました。

SON ・ 福岡 アスリート
 松岡 慎也　白石 倫啓　渡部 光稀　足立 裕匡
SON ・ 福岡 コーチ 　亀石 直希

　1993年に熊本に始まり、1994年には国内本部「スペシャルオリンピックス日本（Ｓ
ＯＮ）」が、ＳＯ国際本部の認証を受け発足。また、2012年3月には、公益財団法人
の認証を受けました。現在47都道府県に地区組織が立ち上がっています。
現在、日本本部は東京に置かれております。

　スペシャルオリンピックス日本・福岡は、
1996年に全国8番目に設立され、福岡市を中
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会場のスポーツトレーニングプログラム
に2０0名を超すアスリートが活動しています。
プログラムは、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。絵画教室・話し
方教室 等の文化活動、その他 様々なイベント
も体験しています。2014年第6回SO日本夏季
ナショナルゲームを開催するなど、活動の輪が
広がっています。

　スペシャルオリンピックス（ＳＯ）は、知的障がいのある方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。本部はアメリカ・ワシントンにあり
1988年には、国際オリンピック委員会（IOC）と「オリンピック」の名称使用や相互
の活動を認め合う議定書を交わしています。現在、170以上の国や地域が加盟し約
400万人のアスリートと100万人以上のボランティアが活動に参加しています。

日本では

SOとは 福岡では

ホームページ　http://www.son-fukuoka.gr.jp

2015年10月現在

メールアドレス　info@son-fukuoka.gr.jp

賛助会員募集中！
～認定NPO法人をめざして～

事務局だより事務局だより事務局だより
ボランティア募集ボランティア募集

7月25日～8月2日

＜賛助会員申込みについて＞
　賛助会員年会費　　個人1口　3,000円　　法人1口　10,000円

＜振込先＞
　郵便口座　01770-1　126624　スペシャルオリンピックス日本・福岡
　※お申し込みの際は、郵便局の払込取扱票にお名前、住所、電話番号を必ずご記入ください。

スペシャルオリンピックスの活動にあなたも参加してみませんか？
あなたがやってみたいことや興味があること、できることがほんの少しでも構いません。

スポーツが苦手でも大丈夫！アスリートと一緒に体を動かしたり、
精一杯頑張るアスリートを応援してみませんか？

☆ボウリング（西新　日曜日）は緊急募集中です。 　★各プログラムとも会場の都合でスケジュールが変更になる場合があります。

年間プログラム活動表

ボ ウ リ ン グ

西新パレス 第１・２・３　　　　日曜 13：30～ 15：30
西新パレス 第１・３　　　　　　水曜 19：30～ 21：00
フラワーボウル 第１・２・３　　　　水曜 19：00～ 20：30
アーバンボウル 第１・３　　　　　　土曜 14：00～ 15：30
桃園シティボウル 第２・４　　　　　　土曜 14：00～ 15：30

水 泳 市民温水プール 第１・２・３　　　　金曜 19：00～ 20：30
陸 上 クローバープラザ 第２・４　　　　　　日曜 10：00～ 12：00
スピードスケート

パピオアイスアリーナ 春・秋　　　　　　毎日曜   9：40～ 11：20
フィギュアスケート

卓 球

ももち福祉プラザ
第１・３　　　　　　火曜 17：30～ 19：00
第２・４　　　　　　土曜 13：30～ 15：30

さいとぴあ （休止中）
さんさんプラザ 毎　　週　　　　　　水曜 19：00～ 20：30
アレアス 第１・３　　　　　　月曜 19：00～ 21：00

テ ニ ス
中村学園大学テニスコート 第１・２・４・５　　土曜 14：00～ 16：00
千鳥ケ池公園テニスコート 第２・３・４　　　　土曜 10：00～ 12：00

ゴ ル フ
サンピア福岡

第２・３・４　　　　土曜
11：00～ 12：30

西新ゴルフセンター 10：30～ 12：00
ア ル ペ ン ス キ ー サンビレッジあかね 第２・４　　　　　　日曜 10：00～ 12：00
ス ノ ー ボ ー ド さんさんプラザ /サンビレッジあかね 第１・３　　　　　　日曜 10：00～ 12：00

バスケットボール
中央特別支援学校 第１・３・５　　　　木曜 19：00～ 20：30
八幡西特別支援学校 第２・４　　　　　　木曜 19：00～ 21：00

バ ド ミ ン ト ン 中央特別支援学校 第１・３　　　　　　水曜 19：00～ 21：00

フロアーホッケー
小倉北方小学校体育館 第１・３　　　　　　木曜 19：00～ 21：00
屋形原特別支援学校 月２回　　　　　　　日曜 10：00～ 12：00

サ ッ カ ー 小倉南特別支援学校 第１・３・５　　　　土曜 14：00～ 17：00

スノーシューイング
TOTOグラウンド

第２・４　　　　　　土曜 15：00～ 17：00
福祉公園

馬 術
福岡馬事公苑 春・秋　月２回　　　日曜 14：00～ 16：00
（社福）恵光園　ヒポクラブ 春・秋　月２～４回　日曜 14：30～ 16：30

絵 画 SON・福岡事務局 第２・４　　　　　　木曜 16：00～ 17：30

　SON・福岡は、認定NPO法人をめざして準備し
ています。一般のNPO法人には「税制優遇」はあ
りませんが、認定NPO法人になると、４つの「税
制優遇」が適用され、寄付者も寄付を受ける側に
もメリットがあるからです。
　認定NPO法人になるには一定要件を満たす必
要があり、その最大の難関がパブリックサポートテ
スト（PST）をクリアすることです。SON・福岡は
PSTの判断基準のうち、「絶対値基準」をクリアす
ることをめざしていますが、「絶対値基準」をクリ
アするには、『年3000円以上の寄付者が年平均
100人以上必要』となり、現在、まだまだ不足して
いる状態です。ぜひ、この機会に個人の寄付者であ
る賛助会員を増やしたいと思います。SON・福岡
の組織基盤強化に、ぜひご協力ください！

①「認定を受けた法人」に対する優遇（みなし寄附金制度）
②「寄付していただいた個人の皆様」に対しての優遇 （寄付金税制）
③「寄付していただいた企業・法人」に対しての優遇 （損金算入限度額の拡大）
④「相続財産を寄付していただいた相続人」に対しての優遇 （寄付額分の非課税）

4つの税制優遇とは？



SON・福岡

SO日本 名誉会長

NPO法人 劇団 道化

平成27年10月3日（土）　九州電力 電気ビル  みらいホール

設立20年記念祝典  開催 記念講演

アトラクション

新事務局長就任

懇親パーティ

細川 佳代子氏

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□
松尾新吾理事長挨拶

ご登壇のご来賓の皆様他多数のご来賓にご臨席賜りました。

アスリート、ファミリーで
受付をお手伝い。

10年以上継続ボランティア代表

5年以上継続ボランティア代表

永年ボランティアコーチ表彰

　私たちは、活動を始めて20年の節目の年を迎えました。
　8名のアスリートを囲んで、ボウリングのお試しプログラム
からスタートした時の事が昨日のことのように思い出されま
す。これまで重ねてきた歴史の振り返りのためだけでなく、5
年先、10年先の未来へつなぐ新たな出発として、会員並び
に多くの関係者の方 と々喜びを共にいたしました。

　スペシャルオリンピックス日本・福岡設立20年おめでとうございます。この度は10年、5年以上継
続のボランティア コーチの皆さんへ感謝状の贈呈がありましたが、5年に満たない方 も々含めると、
本当に沢山のコーチが日々、アスリートと活動を共にしながら繋がっているのだなと感じました。ここ
で改めてコーチの役割とは？を確認するためにゼネラルオリエンテーション資料を開いてみました。
　●手をかけ過ぎず目と心は十分に
　●頑張りを見つけてほめる
　●アスリートも一人の仲間だということを忘れずに…など
　最近はコーチクリニックの時にしか目を通さなかった資料ですが、初心に戻り、いつも意識して

おかなければいけないことを再確認することが出来ました。忘れてはいけないアスリートファースト。アスリートがいて
こそ初めて私たちの活動が成り立つと思います。これからもアスリート、コーチ、ファミリーがお互いを支え合いながら、
生きがいや感動をみんなで共有していきたいなと願っています。

　スペシャルオリンピックスの日本の産みの親として、全国各地で引っ張りだこ
の細川佳代子様。福岡でも事あるごとにご来福いただき、いつに変わらぬ熱意
にふれることで勇気を頂いて参りました。20年の節目を迎えて、あらためて細川
様にご講演をいただきました。

亀石コーチより世界大会初参加の感想と共にアスリート
の活躍ぶりが紹介されました。
アスリート代表として渡部光稀さんより皆様へお礼のご挨
拶を申し上げました。
貴重な経験を積んだことでアスリート達の一層の飛躍が
期待されます。

道化の皆さんの軽妙洒脱
なコントに会場は大いに沸
きました。

　ファミリーも、また多くのご来賓の皆様の中にも、SO活
動の原点に触れる熱いお話に涙するお姿を見るなど、会
場は深い感動に包まれました。
　私共の活動につきましては、細川様の存在なくしては語
れないという感謝の気持ちを込めて、感謝状が贈られました。

　外池理事の乾杯の音頭に続いて
ピュアハートさんの演奏が花を添えて、

和気あいあいの中で懇親会が進められました。200名を数える皆様のご参加で
広いホワイエの会場が満杯となり、私たちへの労いの言葉もたくさんの方々から
頂くなど、感慨深い会となりました。

　この度、スペシャルオリンピックス日本・福岡事務局長に就任した渡邊
浩美と申します。私は、1995年よりSO日本の事務局スタッフとして業務

に従事し、2013年6月まで６年間同組織の事務局長を務めた後、昨年開催したスペシャルオリン
ピックス2014福岡実行委員会事務局長を務めさせていただきました。
　これまでの２０年は、SO活動を全国的に推進にすることを目標にして参りましたが、これからは、
SO活動の原点である地区組織において、地元の皆様と共に福岡でのSO活動がさらに進化し発
展できるよう、事務局として取り組んで参りたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

　スペシャルオリンピックス日本・福岡の設立20年記念祝典において、永年継続ボランティアの代
表として僭越ながら感謝状を受け取ることになり恐縮ですが感謝しております。
　思えば20年前、何も分からずに参加したボランティアでしたが、今日まで続けてこられたのは、アス
リートの純粋さ、ファミリー、ボランティアその他の協力や支えがあったからです。
　　これからも末永く継続出来るようにボランティアを増やす努力をしていくことが重要だと思って
おります。
　本日は、感謝状を頂き誠に有難うございました。
　今後スペシャルオリンピックスが更に発展していくことを願っております。

アイススケートプログラムコーチ　田中　幸元

卓球プログラムコーチ　橋本　太貴子

2015・ロサンゼルス大会出場  アスリート挨拶

外池理事挨拶



トーチラン

サンビレッジ茜　人工芝スキー場

●アスリート
 弓削 まり子 ・ 横川 則夫
 安永 研二 ・ 甲斐 義人
 小野澤 美智子
●ヘッドコーチ／小野澤 豊造
●コーチ／宮地 義弘 ・ 橋本 太貴子

飯塚市立大分小学校

●アスリート
 熊田 勇介 ・ 高田  怜
 塚﨑 雄介 ・ 塚﨑 陽介
●ヘッドコーチ／塚﨑 泰子
●コーチ＆副団長／田原　靖   コーチ／山内 繁男

スピードスケートアルペンスキー

スノーボード

フィギュアスケート

フロアホッケー

スノーシューイング

パピオアイスアリーナ

●アスリート
 田子森 聡之 ・ 有田　佑
 森坪 寛明 ・ 敷島 祐篤
 山内 大貴 ・ オン 万里 ・ 安東 靖史 ・ 村上 純
●ヘッドコーチ／田中 幸元
●コーチ／荒木 真奈美

パピオアイスアリーナ

●アスリート／盛田 紘介
 オープン参加／立石 雄太
●ヘッドコーチ／大河原 悦男

飯塚市立筑穂中学校　体育館

●アスリート
 足立 裕匡 ・ 岩尾 康一
 桑原 洋晃 ・ 白石 一馬
 白石 倫啓 ・ 佃　厚寛 ・ 松岡 慎也
 石澤　 悟 ・ 古川 加恵 ・ 田村 健太
 オープン参加／辻　英樹
●ヘッドコーチ／松上　賢
●コーチ／田中 椋介 ・ 松岡 孝行 ・ 河部 幸子

サンビレッジ茜　人工芝スキー場

●アスリート
 橋本 壮史 ・ 倉本 順平
 竹野 亮輔 ・ 竹野 大輔 ・ 原　良翔
 光安 めぐみ ・ 新川 修平 ・ 北浦　誠
 大歯 由美 ・ 廣松 高典
 オープン参加／柿内 遥斗
●ヘッドコーチ／沖　大介
●コーチ／尾塚 若菜 ・ 児玉 和也 ・ 時安 慶司

②第3回冬季地区大会
　昨年、福岡で開催された夏季全国大会を無事終了し、ホッとす
る間もなく、2016年2月新潟で開催される冬季全国大会出場のた
めの予選会となる冬季地区大会の開催準備に取りかかりました。
前回は、各競技バラバラで行われたものを、夏季同様、アスリート
にとって、より誇り高いものにするべく、努力いたしました。
　幸い、飯塚市のお理解とご支援をいただき、サンビレッジ茜様を
はじめ、筑穂中学校、大分小学校を会場とさせていただくことで、別
日程となったスケートを除く4競技を行うこととなりました。熊本、山
口からのご参加もあって、目的に沿った大会となりました。  
　宿泊経験をすることで、アスリートの自立度が増し、集団生活を
することで社会性が育まれることを目的とした地区大会は、欠かせ
ない大事な行事であることを再認識いたしました。

　事前オリエンテーションと共に大会トーチランを行い
ました。護国神社のご神火をいただき、大濠公園を2周、
福岡大学応援部、手話ダンスYOU&Ⅰ北野、当仁
太鼓の皆様による盛大な応援パフォーマンスで大いに
盛り上がったトーチランとなりました。

2015年　第3回
スペシャルオリンピックス日本・福岡

2015年4月11日㈯・12日㈰冬季地区大会冬季地区大会

BBQパーティ閉会式

滞りなく無事終了しました。 競技を終えて打上げ気分。

大　会　会　長　山﨑　広太郎
大会実行委員長　山﨑　　智彦
選 手 団 団 長　田中　理恵子

《 選 手 団 》
●アスリート50名
●コーチ・ボランティア50名

開会式

SON熊本・SON山口のアスリートを
お迎えして、SO旗入場



第4回チャリティゴルフ in 北九州第4回チャリティゴルフ in 北九州 第18回チャリティゴルフ in 福岡第18回チャリティゴルフ in 福岡
5月9日（土） 若松ゴルフ倶楽部
参加者：60名

9月16日（水） 芥屋ゴルフ倶楽部
参加者：111名 EKSデーとは？

高田　怜
（ボウリング・スノーシューリング）

桑原洋晃
（サッカー・フロアホッケー・
スノーシューイング・ボウリング）

松岡慎也
（サッカー・フロアホッケー・
スノーシューイング・ボウリング）

アスリート

本間明日香（馬術）

アスリート

精華女子高校ダンス部 ダンス2001

ユニファイド・アクト2ユニファイド・アクト1

手話ダンスYOU&I北野 コモンビート

第14回スペシャルオリンピックス日本・福岡

ボウリング競技会

EKSデー９月２６日開催　ユニファイド・アクト

ライブ＆ダンス・ダンスみんなで踊ろう ダンスワークショップ

　今回より、秋の開催と
なった福岡でのコンペは、
会場を再び芥屋ゴルフ
クラブに移しました。ビッ
グトーナメント終了後の
ゴルフ場は、最高のコン
ディションではありましたが、あいにくの雨模様、このコ
ンペ始まって以来のことでした。アスリートのお礼のご
挨拶は、初めての経験に緊張して、涙をこらえながらの
様子にご来場の皆様から励ましの声が掛かりました。

　若松ゴルフ倶楽部
様のご配慮で、ゴルフ
プログラムの会場とし
てもご提供いただい
ており、このチャリティ
コンペも社会貢献の
一環として対応して
いただいております。
　アスリート３名からのお礼のご挨拶に温かい拍手が
贈られました。

　今年で１４回目を数える「ボウリング競技会」が９月１３日（日）に行われま
した。他地区（佐賀、大分、熊本、山口）からも多くの方にご参加いただき、
楽しい一時となりました。参加者はアスリート８２名、コーチ/ボランティア
（運営スタッフ含む）５６名、ファミリー６４名の合計２０２名。表彰式では嬉
し涙に悔し涙と色々ありましたが、交流会では笑顔が溢れ、アスリートは皆、

次回への目標を見つけることができました。
ご参加いただきました皆様、本当にありがと
うございました。この競技会はまた来年も必
ず行われます。皆様の素敵な笑顔を来年も
お待ちしています！

　知的障害のある人と共にスポーツを楽しむことを通じて、社会の多様性と調和を目指す精神を世界に広めた
スペシャルオリンピックス創設者ユニス・ケネディ・シュライバーの功績を記念して、SO国際本部では2010年から
9月第４土曜日を“EKSデー”（ユニス・ケネディ・シュライバー・デー）とし、世界各地でこの日に合わせて「Play 
Unified to Live Unified（共にスポーツし、共に生きる）」をテーマに、障害のある人とない人が共同で行う活動を
展開しています。

ユニファイド・アクトとは？
　スペシャルオリンピックスでは、知的障害のある人たちにスポーツを提供することで社会的インクルージョンの
促進を目指しています。ユニファイドとは、「いくつかのグループが集まって一つのグループなる」ことを意味します
が、障害の有無、年齢、性別などに関わらずスポーツが好きな人たちが集まり、思いっきり楽しむことが「ユニファ
イド・アクト」です。イベントに参加することが障害を理解する第一歩、つまり行動（アクト）になります。

福岡では初開催

ご協力いただいた団体の皆さん

　スペシャルオリンピックス日本・福岡では、今回初めてEKSデーを開催しました。取り組んだユニファイド・アクト
は、ダンスワークショップ。ダンス2001、手話ダンスYOU&I北野、コモンビート、そして精華女子高校ダンス部の
協力を得て、アスリートやファミリー、ボランティア等総勢100名の参加者全員で、JPOPダンスや手話ダンス、
ミュージカル等のワークショップを体験。多様な人々が行動（アクト）を共にすることで自然な交流が生まれ、気が
つけば参加者は一つの大きな輪になって繋がっていました。
 またワークショップの他にも、全国有数のレベルを誇る精華女子高校ダンス部によるダンスパフォーマンスを披
露していただき、会場は大いに盛り上がりました。今後は、毎年９月第４土曜日はEKSデーを開催し、様々なユニ
ファイド・アクトに取り組んでいく予定です。

競技会会場：西新パレスボウル
表彰式・交流会会場：西新パレスホール


