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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。
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〒663-8202 西宮市高畑町1-2-106

TEL： 0798-64-2106
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URL： http://www.son-hyogo.jp/

◆ 2007 年スペシャルオリンピックス日本・兵庫 年次総会開催

2007 年 2 月 25 日(日)西宮市立勤労会館１階大ホールで開催されました。約 200 名を超える会員が集い、華やかなイベント

による楽しい総会となりました。

SON 兵庫の今井鎮雄会長が、ご勇退されました。それに伴い、新会長には宮脇テル子副会長が就任されました。

今井前会長は、2001 年 6 月(創設)から実に 5年の長期にわたり兵庫を代表され、今日の SON・兵庫の基礎造り、発展のため

ご尽力くださいました。有難うございました。

[ 新スタッフの一部 ]

顧問：今井鎮雄 会長：宮脇テル子 副会長：武田寿子 喜多敬 日比暉 専務理事：井植豊子

事務局長：小寺浩 会計理事：中島貴美子

[ 兵庫専門委員会委員長 ]

スポーツプログラム委員長：谷本月子 ボランティア委員長：河原正明 ファミリー委員長：竹中正彦

広報委員長：三木良隆 アスリート委員長：真次知志 プロジェクト委員長：林豊 組織拡大委員長：山田幸雄

◆ 2007 年兵庫コーチクリニック実施状況等

①卓球と陸上 02 月 10 日(土) ゼネラルオリエンテーション・講義と実技

02 月 11 日(日) アスリート理解・講義と実技

神戸市立自然の家 21 名参加

②スノーシユーと 02 月 18 日(日) ゼネラルオリエンテーション・講義と実技

スキー 0講義は民宿おおがみ

神鍋スキー場 39 名参加

③フロアホッケー 06 月 16 日(土) ゼネラルオリエンテーション・講義と実技 川西市中央公民館 39 名参加

④水泳 07 月 16 日(祝) ゼネラルオリエンテーション・講義と実技 スペースα神戸 65 名参加

⑤テニス 09 月 17 日(祝) ゼネラルオリエンテーション・講義と実技 西宮市立甲東公民会 36 名参加

西宮三菱化学テニスコート

⑥アイススケート 12 月 08 日(土) 予定 実技のみ 尼崎スポーツの森

⑦サッカー 12 月 15 日(土) 予定 ゼネラルオリエンテーション・講義

⑦サッカー 12 月 15 日(土) と実技

芦屋総合運動場

◆ 2007 年 SON 兵庫競技会の開催

①卓球競技会 07 月 21 日(土) 神戸西体育館 21 名参加

②ボウリング競技会 07 月 22 日(日) 尼崎パークレーン 58 名参加

③水泳競技会 07 月 29 日(日) 尼崎、百合学院プール 87 名参加

④テニス競技会 08 月 05 日(日) 西宮三菱化学 19 名参加

⑤陸上競技会 11 月 04 日(日) 明石陸上競技場

◆ 伊丹プログラム来春発会予定！ 9月 9日(日)設立準備説明会が、伊丹商工プラザにおいて、５０名を超える多数の参加者

により盛大に開催されました。

◆ 2008 年第 4回 SO 日本冬季山形大会に向けて 開催期間：2008 年 3 月 7日（金）～ 3月 9日（日）

昨年より、SON 兵庫派遣団実行委員会（主管：姫路プログラム 実行委員長：真次三男）が立ち上がり、今春より本格的

にサポート体制がとれるよう始動しています。

兵庫からは、フロアホッケー・スノーシュー・フィギュアスケート・スピードスケートに 28 名のアスリートが挑戦します。

皆様の温かいご支援ご協力をお願いいたします。

尚、11 月 3日(土)には、ホテル竹園芦屋において、支援のチャリティパーティが開かれます。

掲示板

いいいくくくつつつもももののの笑笑笑顔顔顔ににに出出出会会会いいいたたたいいい・・・・・・・・・

そそそれれれががが私私私たたたちちちののの願願願いいいででですすす。



水水泳泳
日時：2007 年 7 月 29 日

場所：尼崎百合学院屋外プール

参加アスリート：87 名

[各プログラム連絡先]

◆尼崎：〒661-0975 尼崎市下坂部 2-20-20／TEL 06‐6499‐7516 ◆神戸：〒653-0854 神戸市長田区平和台町 3-3-7／TEL 078‐611‐3695 ◆西宮：〒663-8112 西宮市甲子園口北町 12-5-810／TEL 0798‐65‐4571

◆姫路：〒670-0955 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：〒659-0054 芦屋市浜芦屋町 4-1 芦屋石油内／TEL 0797‐31‐3239 ◆川西・猪名川：〒666-0122 川西市東多田 2-33-11／TEL 072‐793‐5961

◆宝塚：〒665-0067 宝塚市仁川月見が丘 6-9／TEL 0798‐52‐2273 ◆東神戸：〒658-0081 神戸市東灘区田中町 3-10-17／TEL 078‐452‐5033 ◆北神戸・三田：〒651-1301 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

テテニニスス
日時：2007 年 8 月 5 日

場所：西宮三菱化学テニスコート

参加アスリート：19 名

ボボウウリリンンググ
日時：2007 年 7 月 22 日

場所：尼崎タイヨーパークレーン

参加アスリート：58 名

わたくしたちは、精一杯

力をだして

勝利を目指します。

たとえ勝てなくとも

がんばる勇気を

あたえてください。

卓卓球球
日時：2007 年 7 月 21 日

場所：神戸西体育館

参加アスリート：21 名

陸陸上上
日時：2007 年 11 月 4 日

開催予定

場所：県立明石陸上競技場
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