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スペシャルオリンピックス（SO）とは…

知的発達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。

■各プログラム連絡先

・尼 崎： 〒61-0975 尼崎市下坂部 2-20-20 ‥‥ TEL 06‐6499‐7516

・神 戸： 〒53-0854 神戸市長田区平和台町 3-3-7 ‥‥ TEL 078‐611‐3695

・西 宮： 〒63-8112 西宮市甲子園口北町 12-5-810 ‥‥ TEL 0798‐65‐4571

・姫 路： 〒70-0955 姫路市安田 3-1 自治福祉会館手をつなぐ育成会内 ‥‥ TEL 0792‐85‐4810

・芦 屋： 〒59-0054 芦屋市浜芦屋町 4-1 芦屋石油内 ‥‥ TEL 0797‐31‐3239

・川 西： 〒66-0122 川西市東多田 2-33-11 ‥‥ TEL 072‐793‐5961

・宝 塚： 〒65-0067 宝塚市仁川月見が丘 6-19 ‥‥ TEL 0798‐52‐2273

・東神戸： 〒58-0081 神戸市東灘区田中町 3-10-17 ‥‥ TEL 078‐452‐5033

・北神戸： 〒51-1301 神戸市北区藤原台北町 4-27 スペースアルファ神戸内 ‥‥ TEL 078‐981‐9000

・伊 丹： 〒64-0895 伊丹市宮ノ前 2-2-2 伊丹商工プラザ 2F

伊丹猪名野ライオンズクラブ内
‥‥ TEL 072‐775‐2656
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2006 年 夏季ナショナルゲーム・熊本

11月3日から11月5日まで、熊本の大会に水泳で参

加しました。

ぼくは、高校三年生から福祉交流センターのプール

で練習をして 3 年目になります。コーチも、すごくや

さしいです。

熊本大会で、25メートル自由形リレーと25メートル

自由形に出ました。リレーは 3 位になって銅メダルを

もらいました。自由形は5位になりました。

みんなすごく早かったです。勝つのは、むずかしか

ったです。これからも、もっともっと練習をして 4 年

後の大会に出たいと思います。今度は、どこであるの

か楽しみです。コーチと一緒にとまれて、うれしかっ

たです。

新幹線にも乗れたし、とても楽しい熊本大会でした。

武市 祥大

2007年 夏季世界大会・上海

ナショナルゲームが熊本で開催されると知ってから

息子は、どうしても行きたい熊本のプールで泳ぎたい

と楽しみにしていました。

夏のプール合宿や、六甲山でのカヌーキャンプにも

参加させていただいて準備してきました。九州には行

ったことがありませんでしたし、博多までの新幹線に

乗るだけでも嬉しかったようです。

開会式場のパークドーム熊本は、とても大きくて、

りっぱな会場でびっくりしました。全国からのアスリ

ート、サポーター、コーチ、ボランティアで会場がい

っぱいで、いよいよナショナルゲームが始まるのかと

思うと私もどきどきしました。

柔道の山下選手や水泳の岩崎恭子ちゃんも間近で見

られました。何よりよかったのは音楽やダンスが始ま

ると、一緒に踊りだすアスリート。とても楽しく、な

ごやかな心のほっとする開会式でした。

息子のプールでの成績は、25メートル自由形5位。

いつもの福祉交流センターでの練習の方が早かったか

なぁ？すごくマイペースで泳いでいました。4×25メー

トル自由形リレー3位。他の3人のアスリートが頑張っ

てくれてなんとかメダルに届きました。

見ていてハラハラ、ドキドキしてプールの暑さもあり、

私もぶったおれそうでした。初めてのナショナルゲー

ムでしたし息子なりに一生懸命がんばったと思います。

そして、すばらしい演奏をしていただいた表彰式。

大きなメダル、地方の方が育てて下さったひまわりの

花をいただき表彰台で思わずバンザイをしていました。

熊本城での交流会、美しいお城を見ておいしい郷土

料理をいただきました。ホテルからプールの応援で、

自由時間がありませんでしたが、市電が走っていて空

気の美しい熊本が大好きになりました。

熊本大会を思い出しながら、ゆっくりと家族で熊本

を旅行したいと思っています。本当に楽しかったです。

お世話になりました。

武市 清美

ぼくは、ボウリングに出場して

シングルスで銅メダル、ダブル

スで銀メダルを取りました。

うれしかったです。川島ヘッド

コーチ、マツケンコーチたちと

別れる時、悲しかった。

また、会える時を楽しみにして

います。

これからもボウリングの練習を

たくさんして世界大会に出場で

きるようがんばります。

皆さんありがとうございまし

た。

山本 都史

Rainbow vol.17 より
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2008 年 冬季ナショナルゲーム・山形

白銀のゲレンデに、リンクに歓声が響くーー。

2008年第4回スペシャルオリンピックス日本冬季ナ

ショナルゲームは、3 月 7日(金)～9日(日)、好天の

山形市で開かれました。

兵庫からはアルペンスキーに 7人、スノーシュー

イング、フィギュアスケート、スピードスケート各

4 人(計 19 人)が参加し、金メダル 10、銀 3、銅 3を

獲得しました。他の 3 人は 4 位と、惜しくも DQで参

加賞でしたが、その成長ぶりにはファミリー、コー

チも驚いていました。

アスリートが目の前を通過するたびに、ファミリ

ーだけでなく、一般の観客からも「頑張れ！」と大

きな声援が飛び、それに背中を押されるようにゴー

ルに飛び込んで行きました。健闘をたたえる表彰式

ではさらに盛り上がり、「やったね。おめでとう！」

の声に「万歳！」で応えるアスリート。その姿に感

激の涙をぬぐう人々が印象的でした。

7 日に市総合スポーツセンターで行われた開会式

には、アスリート 566 人、役員・コーチ 330 人が参

加、1250 人のファミリー・観客が見守る中を 32 都

道府県(3 県は設立準備中)の選手団が入場行進しま

した。

三井嬉子会長、細川佳代子名誉会長、高円宮妃

久子さん、知事、市長などの歓迎の挨拶のほか、趣

向をこらしたアトラクションが続きました。歌手・

松浦亜弥さんがシークレットゲストで登場、大会応

援歌に選定された「きずな」を歌い、会場は一気に

盛り上がりました。

今回も開会式に先立って「ヘルシー・アスリート・

プログラム」が行われました。健康増進や競技技能

向上のためで、聴力・視力検査、関節の柔軟性や筋

力チェック、正しい歩行の指導などがあり、延べ 984

人が受診しました。眼鏡の必要なアスリートには、

その人に合った眼鏡が支給されるという徹底ぶりで

した。

8 日には選手団宿舎のウエルサンピア山形で交流

会が開かれ、ソプラノ歌手・松倉とし子さんの歌で

始まり、全員が花笠音頭を踊って、良い思い出を作

りました。

閉会式では細川名誉会長が「これからも SO を通じ

て、たくさん友達を増やしてほしい」と激励、2010

年の夏季大会は大阪で開かれることが発表されまし

た。

県立上山高等養護学校の生徒たちが、キーホルダ

ー1200 個を手作りして大会実行委員会に寄贈、アス

リートはうれしいお土産を持って帰りました。運営

や支援を担当した市職員や商工会議所の方々、県外

からも応援に来てくださったボランティアの皆さん

ありがとうございました。

★ アルペンスキー DQ：旗門不通過、コースアウトなど

加藤 整（神 戸） グライド 1 位

竹中 広大（姫 路） グライド 3 位

鄭 亮拓（姫 路） スーパーグライド 参加賞 DQ のためオープン参加

真次 知志（姫 路） 中級 GSL 3 位

中尾 暢（神 戸） 中級 GSL 1 位

全 祐志（神 戸） 中級 GSL 3 位

高木 宏嗣（神 戸） 中級 GSL 参加賞 DQ のためオープン参加

★ スノーシューイング

田村 正美（東神戸） 50m 1 位

横山 惠（尼 崎） 100m 2 位

北川 潤（姫 路） 25m 2 位

馬場 貴士（東神戸） 100m 4 位

★ スピードスケート

本田 真治（神 戸） 55m 1 位

井尻 大督（神 戸） 111m 1 位

大川 翔太（神 戸） 111m 1 位

佐藤 拓哉（西 宮） 333m 1 位

★ フィギュアスケート

室田 花菜（尼 崎） レベルⅠ 1 位

鯉沼 和寛（芦 屋） レベルⅠ 1 位

室田 知依（西 宮） レベル B 2 位

岸川 芳幸（西宮） レベル B 1 位



‐５‐



0●● ●●

● 伊丹プログラム発会式

・日 時 2008 年 4 月 13 日(日) 13：30～15：30

・場 所 伊丹商工プラザ 4F 会議室

伊丹プログラムが、県下 10 番目のプログラムとして発会しました。

● コーチクリニック

・日 時 2008 年 4 月 20 日(日) 13：00～

・場 所 神戸勤労会館 5F（青少年会館）

・主 催 SON 兵庫スポーツプログラム委員会（主管：東神戸プログラム）

・内 容 60 名近い参加者で、盛会裏に終わりました。

■アスリート理解 講師 西川 浩子ＬＴ（SON 山口）

金子みすゞの｢すずと小鳥と、それからわたし、みんなちがって、みんないい｣を冒頭に｢障害って何？｣どこ

から障害で、どこから正常。みんな違っていても、それぞれに価値があること。そして、現在の医学事情も

話されました。

■ゼネラルオリエンテーション 講師 山本 英史ＮＴ（SON 熊本)

SON 兵庫について質問。全問正しく答えられた人は？ディビジョニング（組み分け）について、ルールを守る

ことを強く協調されていました。また、理事長に三井嬉子さんから有森裕子さんに変わったことが報告され

ました。有森さんはオリンピックのマラソンで活躍、今は市民ランナーとして走り続けています。アスリー

ト達もいい刺激を受けることでしょう。

● 尼崎プログラムチャリティボウリング

・日 時 2008 年 4 月 20 日(土) 13：00～

・場 所 タイヨーパークレーン

おかげさまにて今まで最多の 94 名のご参加をいただき、たくさんのご支援と勇気を頂戴しました。

心から感謝申し上げます。

● テニス競技会

・日 時 2008 年 5 月 11 日（日） 10：00～16：30

・場 所 小林聖心女子学院テニスコート

・主 催 SON 兵庫スポーツプログラム委員会（主管 西宮プログラム）

・後 援 西宮市、西宮市教育委員会、西宮市社会福祉協議会

兵庫県テニス協会

アスリート 16 名が、日頃の練習成果を競いました！

● 「神戸まつり」出店とパレードに参加

・日 時 2008 年 5 月 18 日(日)

・内 容 出店：おにぎり、クッキー、飲み物、シャボン玉、皮クラフト販売

ＰＲ：スペシャルオリンピックスのＰＲチラシ配布

パレード：SON 兵庫行進開始は 16 時 18 分～

● 2008 年第 7 回 SON 大阪ボウリング合同競技会

・日 時 2008 年 6 月 14 日(土) 10：00～15：00

・場 所 新大阪イーグルボウル JR/地下鉄御堂筋線「新大阪」駅下車 北へ徒歩 5分

SON 大阪主催のボウリング大会が開かれます。例年通り近畿地区（京都・奈良・兵庫・和歌山）へも参加の

お誘いがありました。兵庫からは、15 人のアスリートが参加します。交流の輪が広がると良いですね。

掲示板


