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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： 準備中



コーチクリニック

2007 年は、各プログラムでコーチクリニックが活発に開かれました！

・・

2007 年

2 / 1 8
スノーシューイング・スキー

於：神鍋スキー場＆民宿おおがみ

ゼネラルオリエンテーション・講義と実技

2007 年

6 / 1 6
フロアホッケー

於：川西市中央公民館

ゼネラルオリエンテーション・講義と実技

2007 年

2 / 1 0

2 / 1 1
卓球と陸上競技

於：神戸市立自然の家

ゼネラルオリエンテーション・講義と実技

アスリート理解・講義と実技

コーチクリニックとは・・・

SONの実施するコーチクリニック（講義・実技 6時間）を受講し、10時間以上の

現場での指導経験を経ると SON認定コーチになれます。現在はコーチクリニック

を受けている人がいれば、プログラムを開始することが可能です。

アスリート、ファミリー、ボランティアコーチが一体となって

スペシャルオリンピックスの活動を支えています。その人達は

すべて、SON兵庫に会員として登録し、活動しています。

ボランティアコーチの中の SON認定コーチがヘッドコーチと

なります。ヘッドコーチが中心となり、スポーツプログラムの

計画と運営を継続的に進めていきます。



2007 年

7 / 1 6
水泳競技

於：スペースアルファ神戸

ゼネラルオリエンテーション・講義と実技

2007 年

9 / 1 7
テニス

於：西宮市立甲東公民館

西宮三菱化学テニスコート

ゼネラルオリエンテーション・講義と実技

2007 年

1 2 / 8
スピードスケート・フィギュアスケート

於：尼崎スポーツの森

講義と実技

2008 年

1 / 1 9
サッカー

於：芦屋総合運動場

ゼネラルオリエンテーション・講義と実技

ゲスト講師：

(株)名古屋グランパスエイト

育成普及部 部長 松永 諭 氏



●● ●●

● 2008 年スペシャルオリンピックス日本・兵庫 年次総会開催

2008 年 SON 兵庫年次総会

・日時 2008 年 2 月 17 日(日) 14：00～15：30

・場所 イーグレひめじ TEL 078-289-3443

2008 年 SON 兵庫「第 1 回サンキュー交流会」

・日時 総会終了後 15：40～17：00（参加費 500 円）

・場所 姫路市市民会館中ホール TEL 079-284-2800

● 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・山形大会

開催日：2008 年 3 月 7 日（金）～ 3月 9日（日）

2009 年、アメリカ合衆国アイダホ州で開催される「スペシャルオリンピックス冬季世界大会」に参加する

アスリートの国内選考を兼ねています。

ＳＯＮ兵庫からは、4種目の競技に 19 名のアスリートが参加します。

温かいご声援よろしくお願いいたします！

ＳＯＮ兵庫選手派遣団

団 長：喜多 敬（兵庫副会長）

副団長：真次 三男（山形大会実行委員長＜姫路プログラム委員長＞）

アルペンスキー

★アスリート：加藤 整（神戸） 全 祐志（神戸） 中尾 暢（神戸） 高木 宏嗣（神戸） 竹中 広大（姫路)

真次 知志（姫路) 鄭 亮拓 （姫路）

★コーチ・スタッフ：鹿島 将慈（神戸） 加藤 隆文（姫路) 浅田 憲哉（神戸）

スノーシューイング

★アスリート：北川 潤（姫路) 馬場 貴士（東神戸) 田村 正美（東神戸) 横山 恵（尼崎)

★コーチ・スタッフ：日暮 宏一(姫路) 北川 志麻（姫路) 山崎 愼也（東神戸）

スピードスケート

★アスリート：井尻 大督（神戸） 大川 翔太（神戸） 本田 真治（神戸） 佐藤 拓弥（西宮)

★コーチ・スタッフ：田中 一行（神戸) 松本 宏一（尼崎）

フィギュアスケート

★アスリート：鯉沼 和寛（芦屋) 岸川 芳幸（西宮） 室田 知依（西宮） 室田 花菜（尼崎)

★コーチ・スタッフ：樋口 雄次（尼崎) 室田 英子（西宮) 松本 公次郎（尼崎）

● ご協力ありがとうございました！

第 4回スペシャルオリンピックス日本冬季山形大会・兵庫派遣団支援のチャリティパーティが開かれました。

日時：2007 年 11 月 3 日 場所：ホテル竹園芦屋 支援金：10 万円

● 伊丹プログラム発会式

待望の「伊丹プログラム」が発会します！

・日時 2008 年 4 月 13 日(日) 14：00～

・場所 伊丹商工プラザ

掲示板

第 19 回 加古川マラソン大会に参加しました！

加古川市が「ふれあい・情熱・市民の和」をテーマに市民参加型のイベントとして

開催するマラソン大会です。

競技はフルマラソンの部からファミリー2km の部まであり気軽に参加できます。

・日時 2007 年 12 月 23 日（祝）

・場所 加古川沿いの豊かな自然を満喫できる、日本陸連公認の河川敷コース

・内容 フルマラソン（公認・一般）、10km、5km、ファミリー2km

土佐 礼子選手（招待）と SO アスリートの奥野君 →

プロと一緒♪

ありがとうございます

2007 年より、富士ゼロックス兵庫（株）が

スペシャルオリンピックス日本・兵庫広報誌

｢すまいる｣発行を支援して下さっています。


