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　前年度の締めくくり、そして新年度の幕
開けとなるNPO法人としての定期総会及
び2016年度の活動報告会が、春を感じさ
せる陽気の中、3月11日に開催されまし
た。事務局が23年間、居を構えてきた東
京YMCA東陽町センターでの最後の催し
ということもあってか、例年よりもかなり
多い人数の方々が集まりました。
　活動報告会では支援企業・団体への感
謝状贈呈に加え、世界大会出場選手団の
壮行会も実施。アルペンスキー代表の浜
井慧 (はまい・けい )さんが語った、大会
にかける熱い想いを込めた決意表明に対
し、岡松理事長からは「都知事から送られ
た『120%の力を発揮してください』という
言葉を胸に、大いに頑張れ！」という激励
の言葉が贈られました。

石森孝志八王子市長と

清水勇人さいたま市長と

田中良杉並区長と

永見理夫国立市長と小池百合子都知事を囲んで記念撮影。マスコミ各社に取材されました

SO冬季世界大会、開催。東京からは32名が出場！

選手代表・浜井慧さんが決意表明

　2017年3月18日～3月24日に開催された「2017年スペ
シャルオリンピックス冬季世界大会・オーストリア」。スペ
シャルオリンピックス日本からは選手団81名（アスリート
54名、役員・コーチ22名、サポートチーム5名）が出場し、
日頃の練習の成果を世界中の人々の前で、思う存分披露し
てきました。

　今大会は特に、東京から32名 (アスリート24名、コーチ
5名、追加スタッフ1名、サポートスタッフ2名)という、これ
までにない人数の派遣が実現し、組織をあげての盛り上が
りとなりました。特に、都知事や区長、市長への表敬訪問と
いう事前活動も相次ぎ、障害者スポーツに対する関心の高
まりも実感されました。
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2017年度 定期総会
また新たな1年のスタートです



2017年
スペシャルオリンピックス
冬季世界大会・オーストリア

東京選手団紹介

アスリート
アルペンスキー

木附  雄祐 武田  和幸 吉原  圭輔 浜井  慧
アスリート

アルペンスキー スピードスケート フィギュアスケート フロアホッケー

柳下  沙也香 志村  悠辰 近藤  瑞穂 松尾  日出海 松元  竣資 大森  裕明 小笠原  城
フロアホッケー

小笠原  隆三 小澤  陽介 加藤  抄弥 曽根原  孔太 髙橋  凌 中村  暢康 福田  啓史
アスリート 追加スタッフ
フロアホッケー アルペンスキー

藤  幸太郎 森本  拓哉 横山  達也 渡邉  大輔 渡辺  佑平 片岡  真梨 小松  順子
コーチ チームサポートスタッフ

フロアホッケー フィギュアスケート 副団長 チーム

森本  利彦 髙橋  豪 正木  七絵 杉田  秀男 日向野 美峯 岩沼  聡一朗 近藤  秀雄
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競技結果一覧

氏名 競技 種目 ディビジョン 順位 種目 ディビジョン 順位
木附  雄祐

アルペンスキー

Advanced Giant Slalom M04 6 Advanced Slalom M03 2
武田  和幸 Intermediate Super G M06 5 Intermediate Giant Slalom M09 6
吉原  圭輔 Intermediate Super G M09 2  Intermediate Giant Slalom M06 2
浜井  慧 Intermediate Giant Slalom F05 2 Intermediate Slalom F03 2
柳下  沙也香 Intermediate Giant Slalom F08 3  Intermediate Super G F05 5
志村  悠辰

スピードスケート
777M Race 6 2 1000 Race 4 3

近藤  瑞穂 333M Race 8 1 500M Race 3 2
松尾  日出海

フィギュアスケート
Singles M-2E_13-17 3

松元  竣資 Singles M-3C_12-21 4
SO日本 フロアホッケー Team FHT5 5

　1月29日（日）、バスケットボール・ユニファイド会場のアスリートが、東京海上日動ビッグブルーOB、法政二高、
自由が丘学園、ミニバスのコーチ等々と約1時間、練習と試合を楽しみました。目黒区がバックアップするイベン
トということもあり、SON・東京と目黒区との間には、これまで以上に強い絆が築けました。

目黒区バスケットボール
フェスティバル
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集まれバスケ好き
第4回SON・東京サポート

バスケットボールトーナメント開催

フロアホッケーデイ＆
冬季世界大会

フロアホッケー日本代表壮行マッチ

チャリティー・コンサート＆
チャリティー・ゴルフ

NBAケアーズ×
スペシャルオリンピックス

NBAで4度の優勝経験があるホーレス・グラントさんと

　小澤陽介さんは、「山九株式会社」（中央区）の
特例子会社「株式会社サンキュウ・ウィズ」に勤め
ています。「ありがとう！」という感謝の心を社名に
した親会社は、大手総合物流業の枠を超えて、多
方面で「製造企業の生産を支えている」会社です。

▶重いのは大変だけれど、仕事はおもしろい
サンキュウ・ウィズ（2007年設立）の業務は、

清掃作業、シュレッダー、メール集配、売店での
販売のほか、パソコンの初期設定・データ消去
など。東京の本社営業所に27人、北九州と平戸
（長崎県）の営業所を合わせて、36人の障害者
が働いています。
　小澤さんの担当は、シュレッダー業務。2人1
組で山九の関連会社が入る本社に隣接したビ
ルの各階から廃棄書類を回収し、シュレッダー
で裁断処理をおこなっています。
「いっぱいあると、重いので大変です。でも、
重いものを運ぶのは楽しい。紙を機械にかけ

るのがおもしろいで
す。みんな、話しかけ
てくれる、優しい会社
です」
　小澤さんは、障害者
就労継続支援施設「さ
わやかワーク中央」で3
年近く就労に向けての

訓練を受け、2012年11月に入社しました。面
接したのは、ジョブコーチ（職場適応援助者）の
資格も持つ、業務部長の御

み そ の う

園生昇さんです。
　「職場実習をすると体力があり、本人も勤めた
いと希望しました。入社4年が経ち、働く顔、社
会人の顔になってきています。コミュニケーショ
ンは取れるし、業務も身体に障害がある先輩が
できないことは手伝うという心構えが芽生えて
います。申し分なく戦力になっていますね。今
後はもう少し社会的な知識を増やすことと、い
まの仕事をマスターしながら、希望すれば他の
業務にもチャレンジさせたいですね」
　小澤さん本人は、「シュレッダーの仕事を続け
たい」とか。住まいは、同じ中央区内。休日は
フロアホッケーの練習に参加したり、家でのん
びりしたり、父親と千葉の海に釣りに出かけて
います。

▶冬季世界大会出場を応援
サンキュウ・ウィズは、「安全第一・健康第一・

人間尊重」を掲げ、「自律した会社」をめざして
います。定着率も高い会社です。社長の湯本
憲三さんは、2016年4月に着任しました。
　「補助的な仕事ではなく、仕事そのものを任
せています。きちんと仕事をして戦力になる。
親会社に貢献して、成果を出していく。自立より
ももう一歩高い、自律した1人の人間をめざし

てほしいと思います。これからも、あたたかく、
和やかで、チームワークで仕事をするという親
会社の伝統を生かしていくこと。また仕事の分
野を広げて、障害者雇用の場をさらに創り出し
ていけたらと思います」
　小澤さんの冬季世界大会出場にあたっては、
「社員が世界大会に出場するのはうれしいこ
と。喜ばしい限りです。遠征中は全員で仕事を
カバーし、応援している」と話してくださいまし
た。
「ここで働き続けます」と力強く答えてくれた
小澤さんは、「たぶん優勝できます。試合を楽
しんできます」とオーストリアへ出発しました。
新たな経験を積んで、会社のさらなる「戦力」と
なってください。
（フロアホッケープログラムに参加）

働くアスリートたち

湯本社長、小澤さん、一緒に仕事をする先輩の
田村英紀さん、御園生部長（向かって右から）
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WORKING
ATHLETES 小澤陽介さん（25歳）第29回

優勝・ドイツ銀行チームの皆さんアイスホッケー学生女王の日体大チームと対戦

　3月5日(土)筑波大学付属中学・
高校体育館にて、SON・東京を支援
する外資系金融機関を中心とする
バスケットボール大会が開かれまし
た。タイトル通り「バスケ好き」ばか
りの大会のため熱戦に次ぐ熱戦で、
会場はおおいに盛り上がりました。
　優勝は2連覇となったドイツ
銀行、準優勝は初出場のメリルリ
ンチ。以下、3位はJPモルガンと
UBS、5位はCitiとSONTチャレン
ジャーズ、7位はBNPパリバと筑波
大学付属でした。

　昨年秋、毎年恒例のゴルフとコ
ンサートのチャリティーイベント
が、開催されました。ゴルフ大会
は10月24日(月)、今年も名門「我
孫子ゴルフ倶楽部」にて催され、
125名のプレーヤーが参加。収益
の中から約70万円のご寄付をい
ただきました。一方、コンサート
は11月25日(金)東京・紀尾井ホー
ルにて。雅楽師の東儀秀樹氏とい
う非常に人気の高い演奏家による
コンサートということもあり、満員
御礼の賑わいとなりました。こち
らは約200万円
のご寄付をいた
だきました。両
実行委員会に
は心よりの感
謝を申し上げ
ます。

　2月17日（金）、米国ニューオー
リンズで開催されたアメリカのプ
ロバスケットボールリーグ・NBAの
オールスターウィークエンドにて、
元NBAの有名選手と世界各国から
選ばれた12名のスペシャルオリン
ピックスのアスリートが、ユニファ
イドバスケットボールのゲームを
楽しみました。
　SON・東京からは日本代表とし
て村上あゆみさんが参加。身長
が倍くらいも
あ る 元 NBA
選手の中に
あっても果敢
にシュートに
挑み、なんと
2ゴールを決
めました。

　1月15日（日）品川女子学院にて、
SO日本のスポンサー・日本マイク
ロソフト社員に対するフロアホッ
ケー体験会を実施。
　合わせて、世界大会へ出場す
るSON・東京のアスリートたちと
コーチ・ボランティア選抜チーム、
および特別ゲストの「日本体育大
学女子アイスホッケー部Sparkly
Blossom」とともに、世界大会へ向
けた壮行マッチを行いました。

シュレッダーで裁断処理



SON・東京オフィシャルスポンサー

SON・東京事務局は、
西早稲田へ移転します

5月21日（日）、SON・東京は創立以来事務局を構えていた江東
区東陽町を離れ、新宿区西早稲田に移転します。オフィスをお
借りしていた東京YMCAの退去に伴うものです。業務再開は23
日（火）を予定していますが、移転前後は連絡体制などでご迷惑
をおかけすると思います。何卒ご理解の程お願い申し上げます。

◎新事務局住所／新宿区西早稲田2-3-18-75
（東京メトロ東西線早稲田駅徒歩7分）
※電話番号は追ってお知らせします。
メールアドレスは変わりません。
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Update

登録 アスリート数：1,669名
正会員数：1,010名
（2017年2月28日現在）

　智世は、1997年1月に4,156gという超ビッ
グサイズで誕生しました。
　0歳から保育園に入り、歌と踊りが大好き
で、いつも笑顔で楽しく通っていました。2
歳7か月の時、突然の発熱と痙攣により救
急車で病院に運ばれ、低体温療法などの措
置が取られたものの、結果的に「急性脳症」
と診断されました。それまでは順調に発育
していたのですが、出来ていたスキップ、着
替えのボタンかけ、積み木などが出来なくな
り、毎日泣いてばかりで笑顔が消えてしまい
ました。保育園で加配*の先生をつけてもら
い、療育に通い、家では鏡を見せて笑顔の練
習などもしました。
　「知的障害」とようやく診断されましたが、
就学時検診ではボーダーで普通級判定でし
た。地元の小学校に入学し、3年生で校内の
特別支援学級に移りました。勉強はあまり
ついていくことができずにいましたが、校内
の行事や地域の方々に支えられ、楽しい小学
校生活を送れたと思います。
　3歳から体力をつけようと、親子で山登り
を始めました。沿線の秩父の山へは、ほぼ
毎週末出かけ、山頂でのおにぎりと下山して
からのソフトクリームを楽しみに頑張り、5年

生になってからは富士登山や屋久島旅行に
も出かけました。
　中学、高校は特別支援学校で、電車通学を
しました。少人数の学校でしたが、警備や事
務、給食の方まで親子とも名前を覚えてもら
い、丁寧な指導を受けました。
　小6から児童劇団にも参加し、高校卒業
まで、年1回の発表会だけでなく、演技、ダン
ス、発声練習、合宿など、障害のないお友達

と一緒にずいぶん頑張ったと思います。
　SOを知り、小6の秋からテニスを始めまし
た。最初はラケットに球が当たらず泣いた
り、怒ったりしていました。最近、ようやくコー
チとのラリーも続くようになり、去年あたりか
ら、試合に出る意欲も出てきたので、「目指
せ、世界大会！」と言い始めました。
　ボウリングにも参加して、全国障がい者ス
ポーツ大会にも行くことができ、お小遣いで
マイボールも買いました。合同発表会やク
リスマス会もとても楽しみにしています。そ
のほか、バスケットボールにも参加していま
すが、みんなで励ましあったりするチーム競
技が新鮮で楽しいようです。
　現在は、就労を目指し、就労移行支援事業
所に通い、喫茶の担当で「笑顔」や接客など
を練習しています。
　今年、成人式を迎え、振袖を誂えました。
誕生日には生まれ年のワインを開けてお祝
いしました。これからは、大人として責任の
ある行動を取れるように、何よりも「笑顔」で
人から愛される大人になってほしいと願って
います。

*加配：発達障害などで、他児と同じように保育園の生活を送
ることが難しい子をサポートするために先生を配置すること

成人式、おめでとう! 
「大人」として
成長してね

山﨑智世さん●1997年
生まれ　2008年にSO
入会。参加プログラム:
テニス、ボウリング、バ
スケットボール

アスリート：山﨑智世さん　母：山﨑多美子さん
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www.facebook.com/specialolympicsnippontokyo
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