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Update

登録 アスリート数：1,737名

正会員数：1,018名

（2018 年 9 月 30 日現在）

拓也は、現在 26 歳、二人兄弟の弟です。都
内の私立大学の特例子会社で、事務補助

と学内清掃の仕事をしています。
　ごく普通に生まれた拓也でしたが、幼稚園に
入園すると、じっとしていることができない、い
わゆる『困った子』でした。小学校入学の１年
前に児童精神科を受診、就学児検診では、『特
殊学級』という判定。けれど家庭では「自宅と
療育で丁寧に指導すればきっと皆と同じように
やっていける。」そんな認識で普通学級へ通い
ました。
　拓也は反復練習をいとわず、漢字や計算の
練習は熱心に取り組んでいました。しかし、小
学校高学年になると、学習が積み上がっていか
ないことがはっきりとわかりました。そのあた
りが、拓也の障害を実感として受けとめ始めた
時期だと思います。
　障害の受容は平凡な母親にとって容易なこ
とではありません。医師や専門家にどのような
診断名を告げられても、心から受け入れられる
ようになるのは、時間のかかることです。納得
できたような気がして前向きに進もうとしても、
ふとしたことで悲しみや不安が押し寄せます。
また、その逆もあって、子どもの小さな成長や
周囲の人の励ましに、大きな勇気をもらうこと
もありました。その繰り返しの中で拓也にとっ
て良かれと思う方向を懸命に探してきたように

思います。
　さて、拓也とバレーボールの最初の出会い
は、あまりよいものではありませんでした。中
学校の部活動で本人の希望ではなく、消極的
な選択で辛い経験もありました。卒業してから
数年後、偶然バレーをする機会があり、そこで
中学時代とは違う手応えを感じたようです。「ま
た、バレーボールをやりたい」と言われました
が、ふさわしい場を見つけられずにいたとこ

ろ、自分で中学の部活の顧問の先生に連絡をと
り、赴任先のバレー部で練習をさせてほしいと
頼んでいました。今までにない行動に驚き、拓
也の強い気持ちを知りました。その後、やっと
SO に辿り着きました
　SO のバレーの練習は、個人の能力に合わせ
て、最後には必ず成功体験を味わえる、きめ細
やかなものでした。拓也は念願がかない、い
つも練習を心待ちにしていました。ところが、
急な病を患い、入退院を繰り返すことに。そ
んな中、思いがけず SO バレーのマネージャー
の丸山さんがお見舞いに来てくださいました。
たいへん嬉しく、心強く感じました。その時丸
山さんは、「拓也君、世界大会に行こう」とお話
をされていましたが、私は、夢物語のようにぼ
んやりと聞いていました。療養後しばらくして
練習を再開でき、健康でバレーができる喜びを
味わいました。
　今年は、初めての全国大会を経験し、充分満
足していたところ、来年はなんと世界大会へ。
夢物語が現実のものとなったのです。これは、
丸山さんをはじめ、いつもプレーをよく見て的
確なアドバイスをくださるコーチ陣、練習の帰
り道まで温かく接してくださるボランティアの
方々、我が子のように見守ってくださるファミ
リーの皆さんのおかげです。今はただ感謝の
気持ちでいっぱいです。　文：堀口惠美子（母）

拓也とバレーボール
～来年はなんと世界大会へ。
夢物語が現実のものとなりました～

堀口拓也さん●1992年生まれ、2014年 SON・東京入会
参加プログラム／バレーボール

アスリート： 堀口拓也さん　父：和久さん、母：惠美子さん

　3 連休最終日の 10 月 8 日（月・祝）、第 16 回の「ウォーク＆ラ
ン フェスティバル」を、東京・港区にある東京海洋大学にて開
催。アスリート 43 名、企業・団体ランナー 198 名、ボランティ
ア 120 名が一同に会する一大イベントとなりました。

本イベントは、「宣 言タイムレ ース」という、自ら宣 言した
タイム に い か に 近 づ けるか を 競う駅 伝 形 式レ ース の た め、
ウォーキングでの参加も可能で、みんなが楽しめるユニバー
サルなフェスティバルです。さらに、レース後には SON・東京

のアスリートとの交流会もあり、知的障害
のある人 たちの 特 性を知る機 会 にもなっ
ています。
　特に今年は、SON・東京のオフィシャル・
スポンサーである株式会社クラフティのご
協力により、大型モニターによる実況中継
が実現。 校舎の陰やキャンパス奥のコー
スを走るランナー＆ウォーカーの様子も、
中継地点にいながら手に取るように分か
り、応援も一層盛り上がりました。
　参加チーム数も昨年の 27 から43 へと増
え、仲間と走る楽しさだけでなく、アスリー
トとのふれあいに、多くの参加者が価値を
見 出してい た だ い た ので は な いでしょう
か。レース結果は、宣言タイムと実走タイ
ムのタイム差 8 秒で「JAIFA 東京・快調チー
ム」が優勝、2 位は「TMS・D チーム」、3 位は

「ふぁいや～まん」でした。
　参加いただいたチーム、協力いただいたボランティア、協賛
いただいた企業・団体等の皆様に厚く御礼申し上げます。来
年は、さらに多くの方々のご参加、ご協力をお待ちしています。

宣言タイムレースとはいえ、前に人がいれば追い抜きたくなる？
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www.facebook.com/specialolympicsnippontokyo

◎ 2月16日（土）
SO 夏季世界大会・アブダビ選手団（東京選出）壮行会＆
2018年度活動報告会

◎ 3月7日（木）〜23日（土）
2019年 SO 夏季世界大会・アブダビ

◎ 3月9日（土）
認定 NPO 法人 SON・東京2019年度定期総会

◎ 4月6日（土）
第6回 SON・東京冬季地区大会

※事務局年末年始休暇：12 月 31（月）〜 1 月 4 日（金）

16 th

ウォーク＆ラン フェスティバル
開 催

150

参加チームが43にまで増え、スタート風景も豪快になりました

駅伝形式のケースなので、たすきリレーのシーンは見せ場の一つ

アスリートと一緒にゴール！みんな笑顔でいっぱいです

株式会社クラフティは、OA機器＆映像・音響機器の全国レンタル・リースの他、クラウドサービス、アプリ開発、撮影/配信
スタジオ・Cafe運営・スクールリノベーション、ドローンスクールなど、さまざまな分野で万全のビジネスサポートを行う企業です
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　JR 八高線・北八王子駅近くにオリンパスの
「技術開発センター 石川」があります。白とガ
ラスを基調としたモダンな建物。そのなかに入
る特例子会社「オリンパスサポートメイト」で、
野田友弥さんが働いています。総勢 112 名（障
害者は 91 名）の従業員のうち、ここ石川チーム
には 38 名の仲間（チーム員）と6 名の指導員が
います。

▶ 会社で働きたいと、勇気を出しました
　南大沢学園を卒業した野田さんは、作業所
で働いた後、就労移行支援に移り、「サポート
メイト」に就職しました。高校時代、バスケッ
トボールが大好きになり、卒業後は SON・東京
のバスケットボールプログラムに参加。働く仲
間、SO の仲間と接するうちに、企業に就職した
いという思いが芽生えてきたそうです。

　「私は声を出すの
が苦手だったので、
勇気がいりました。
ここで 働 い て から
変わったことは、友
達がたくさん増えた
こと、自分でお金を
払えるようになった
ことです」
　 会 社 の 業 務 は、
清掃、社内メール便

の集配、パソコンの初期設定などですが、石川
チームは、主に施設内の清掃を請け負っていま
す。入社 3 年目の野田さんは、役員応接室、6
号棟の会議室とトイレなどの担当です。「最初
は覚えるのがむずかしかったです。目標は、大
きな音をたてないように掃除をすること。これ
からは、給茶機のメンテナンスや喫煙室の清掃
をやってみたいです」
　会社には、社内清掃検定、自己評価面談など
があり、社会人として必要なことを学ぶ研修も
あります。チームリーダーの松代直子さんは、
野田さんは就職してから成長したと感じていま
す。「採用時の実習で働きたいという意欲がと
ても伝わってきました。最初のころは、コミュ
ニケーションを取るのに少し苦労していました
が、明るく前向きに努力して、成長していると思
います。大きな音を立てずに作業ができるよ
うになると、検定を 1 段階上がります」

▶ みんなが 1 歩 1 歩、成長してほしい
　指導員は、障害者施設などの福祉分野から
転職した人たちが多く、チーム員への理解があ
ります。松代さんもその 1 人です。「福祉は本
人に寄り添うのが第一。会社はその部分は大
切ですが、仕事をするところです。いろいろな
ことに挑戦できる場を作り、チーム員の力を伸
ばしていきたいですね」
　事業統括の仁科進さんは、異動してきて約 1

年。チーム員との距離が縮まってきました。野
田さんとも一緒に社員食堂を利用しています。

「指導員には、障害者への思いを持っている方
を採用しています。会社の目標は、一歩一歩、
成長を続けること。組織的な仕組みをさらに
しっかりしていきたいですね」
　野田さんの楽しみは、男性アイドルグループ

「嵐」のグッズを買ったり、コンサートに行った
りすること。刺繍も大好きで、将来は作ったも
のを売りたいそうです。バスケットボールの
魅力は、「シュートを狙うとき」。世界大会出場
が決まったときは、「うれしかった。アブダビで
シュートを狙うのが目標です」
　「長期に休むので、みんなに迷惑をかけるの
を気にかけていますが、ぜひシュートをいっぱ
い決めてきて下さい」。仁科さんと松代さんが
あたたかなエールを送ってくれました。

（バスケットボール・プログラムに参加）

働くアスリートたち

写真左：チームリーダの松代直子さん　右：事業統括の仁科進さん
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WORKING
ATHLETES 野田友

ゆ う や

弥さん（30 歳）第34回

花束贈呈役のアスリートが、開演前に高嶋ちさ子さんと記念撮影
※詳しい成績は web サイト(https://goo.gl/rxKaCX) をご覧ください

（50音順）

　SON・東京が実施している15 のスポーツ・
プログラムのうち、卓 球 は 特 に多くのアス
リートが参加する競技の一つ。十条、杉並、
府中、多摩の 4 会場で、20 人前後のアスリー
トがほぼ毎週、トレーニングに励んでいま
す。
　その成果を発表する場として、昨年から
新 た に特 別 支 援 学 校 の 卓 球 部を招 待して
行う「オープン大 会」を始 めました。 今 年
は、SON・東京のアスリート（39）に加え、港
特別支援学校（8）、永福学園（17）、志村学園

（22）、水元小合学園 （8）のほか、障害者総
合スポーツセンターで活動する個人（6）も
参加（カッコ内は人数）。総勢 100 名という
大規模な大会になりました。
　会場は、北区にある東京都障害者総合ス
ポーツセンター。スペシャルオリンピックス

が採用しているルールに基づき、ディビジョ
ニングを行い、それぞれが持てる力を十分
発揮し、全員が表彰されるという充実した競
技会でした。

第2回十条オープン卓球大会 開催（8/4）

後援 東京都、港区、国立大学法人東京海洋大学

協賛 いであ株式会社、一般財団法人職業技能振興会、東京海上日動メディカルサービス株式会社、日本オーチス・エレベータ株式会社、三菱 UFJ 信託銀行株式会社

物品協賛 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社、日本新薬労働組合、株式会社日本ホールマーク、株式会社ビームス、森永製菓株式会社、ライオン株式会社

ボランティア
協力

あすか製薬 V.C. マーガレット、株式会社 NHK ビジネスクリエイト、シーエーグループ（株式会社クリエイティブアルファ）、ジブラルタ生命保険株式会社、
東京海上日動ベターライフサービス株式会社、東京海上日動メディカルサービス株式会社、東京海上日動陸上部、日本新薬労働組合、NTTグループ、
株式会社パソナグループ、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、明治安田生命保険相互会社、リシュモンジャパン株式会社

協力 あすか製薬 V.C. マーガレット、株式会社クラフティ、東京海上日動メディカルサービス株式会社、東京消防庁、公益財団法人東京 YMCA

16 th ウォーク＆ラン フェスティバル

モップさばきもスムーズです

秋空の下で、チャリティ・ゴルフ大会　
9/10（月）

　今年で 13 回目を迎えたチャリティ・ゴルフ
大会（SON・東京 / 千葉支援チャリティゴルフ
会主催）が、今年も名門「我孫子ゴルフ倶楽
部」にて行われました。さわやかな秋空の下、
113 名の方々がプレーを楽しみ、互いのスコア
を競い合いました。参加者の皆様からのいた
だきましたチャリティ金は約 70 万円にものぼ
り、SON・東京の活動資金として活用させてい
ただくことになります。

ボランティア委員会が 
3 回に渡って研修会を実施

　ボランティア委員会は今年、団体の現況や
ボランティアに関する課題などについて学び、
今後の委員会活動等について話し合うことを
目的に、3 回に渡る研修会を実施しました。
　 第 1 回（6/10）と 第 3 回（11/10）は、港 区
生 涯 学 習センター「ばるーん」にて。 第 2 回

（8/25-26）は、長 野 県 小 諸 市「 ア サ マ 2000

東京海洋大学の象徴・帆船の横もコースの一部

1位／ JAIFA 東京協会「JAIFA 東京　快調チーム」タイム差 8秒

クラフティ様による大型ビジョンによる実況中継

2位／東京海上日動メディカルサービス株式会社「TMS Dチーム」タイム差 12秒

今年の交流会は、3つのゲームで盛り上がりました

3位／東京消防庁高輪消防署「ふぁいや～まん」タイム差 13秒

◦協賛／日本卓球株式会社、株式会社ジュ
イック、国際卓球株式会社、北区卓球連盟、
株式会社卓球王国、株式会社 VICTAS
◦協力／東京都障害者総合スポーツセンター

パ ーク」で の 合 宿 研 修 でした。 第 3 回 は 特
に、関東ブロックの地区組織にも参加を募り、
Skype（ビデオ会議）も活用しながら、各地区
のボランティア活動についての状況と課題を
話し合い、さまざまな意見交換を行いました。
　スペシャルオリンピックスはボランティアが
支える組織です。こうした活動が継続的に行
われることが、組織活性化の原動力になりま
す。これからのボランティア委員会の活動に
おおいに期待しましょう。

チャリティ・コンサート、
大好評のうちに閉幕　11/20（火）

　今年のチャリティ・コンサート（「SON・東京
を応援する会」主催）は、高嶋ちさ子さん率い

る、「高嶋ちさ子  12 人のヴァイオリニスト」に
よる特別公演でした。
　今回の演奏テーマは、「～女神たちの華麗
なる音楽会～」。“ 観ても、聴いても、美しく、
楽しい ” ヴァイオリン・アンサンブルの言葉ど
おり、高嶋さんの楽しいおしゃべりとヴァイオ
リニストたちの美しい調べ、優雅なパフォーマ
ンスに、会場の渋谷区文化総合センター大和
田「さくらホール」は、大きな拍手に包まれま
した。
　今回もコンサートの収益から SON・東京の
活動資金として、多額のご寄付をいただきま
した。

神奈川から1名、千葉から2名、山梨 (Skype) から1名が参加
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成績一覧

2018 年 第 7 回 スペシャルオリンピックス日本
夏季ナショナルゲーム・愛知に参加

　9 月 22 日 ( 土 ) － 24 日 ( 月・祝 ) の 3 日 間、愛
知県内各所 ( 名古屋市、豊田市、刈谷市、日進
市、大治町 ) にて、4 年に 1 度の夏季競技の全国
大会が開催されました。東京からはアスリート
101 名、団長・副団長・コーチ・追加スタッフ 43
名、総勢 144 名が晴れの舞台に立ちました。

　今回の大会は、来年 3 月にアラブ首長国連邦
のアブダビで開催される「2019年スペシャルオ
リンピックス夏季世界大会」の日本選手団選考
を兼ねたもの。アスリートはもちろんファミリー
やコーチも、ひときわ熱が入った大会となった
ようです。東京選手団の活躍をご紹介します。

競技 種目 ディビ
ジョン 成績 参考

ボウリング

シングルス男子

D- M4 1位 八木 利郎
D- M6 2位 磯和 拓人

D- M9 3位 森 洋輔
5位 片平 建

D- M12 6位 工藤 和弥
D- M14 6位 服部 幸樹
D- M18 7位 安村 朝英
D- M19 4位 杉山 翔
D- M20 4位 鈴木 雅隆
D- M24 3位 石澤 義和
D- M25 1位 金子 慎吾
D- M26 1位 白岩 省吾

D- M27 3位 齋藤 克紀
5位 島内 啓伍

シングルス女子

D- F1 4位 浜井 慧
D- F3 4位 吉井 彩香
D- F5 1位 佐々木 理沙
D- F6 3位 鍬形 愛子
D- F8 3位 長谷川 則子

バスケット
ボール 

チーム競技 男子 D-1 1位 2位 神奈川
3位 千葉 4位 滋賀

チーム競技 女子 D-1 2位 1位 滋賀
3位 山口

競泳 

50M バタフライ 男子 D- M3 2位 萩原 和輝
50M 自由形 女子 D- F3 4位 志田 瑠衣

50M 平泳ぎ 女子 D- F2 1位 長澤 綾子
3位 鶴見 愛

100M 個人メドレー 男子 D- M1 2位 山根 政人
100M 自由形 男子 D- M1 2位 津村 祐輔
100M 自由形 女子 D- F1 2位 谷口 美奈子
200M 自由形 男子 D- M1 1位 藤 幸太郎

4×25M メドレーリレー 男子 D- 1 3位 1位 栃木
2位 高知 4位 愛知

4×25M フリーリレー 女子 D- F1 1位

陸上競技

100M 走 男子
D- M3 2位 松尾 拓海
D- M1 2位 岩谷 祥汰
D- M9 2位 江口 昂佑

100M 走 女子 D- F1 1位 鈴木 理子
200M 走 男子 D- M1 2位 志村 悠辰
200M 走 女子 D- F1 1位 伊勢谷 胡粋

400M 走 男子
D- F2 1位 布施 純
D- M1 2位 島村 敢太
D- M5 1位 吉本 学

800M 走 男子
D- M2 2位 神尾 陸
D- M4 1位 宮川 星太郎

1500M 走 男子
D- M1 1位 狩野 泰知
D- M6 4位 成田 裕介

5000ｍ走 男子 D- M1 2位 伊東 佑貴

ソフトボール投げ 男子
D- M2 1位 吉原 允
D- M4 1位 大湖 陽介

4×100ｍリレー 男子 D- 4 2位
1位 兵庫 A
3位 新潟
4位 愛知 A
5位 長崎

競技 種目 ディビ
ジョン 成績 参考

体操競技

ゆか 男子レベル1 D-2
2位 松田 元明
3位 五十嵐 悠太
5位 和田 晋弥
6位 三好 悠治

ゆか 女子レベル1 D-2
1位 榎戸 美貴
2位 瀬戸 優子
3位 河野 杏奈

跳馬 男子レベル1 D-2
2位 松田 元明
3位 和田 晋弥
6位 五十嵐 悠太
7位 三好 悠治

跳馬 女子レベル1 D-2
1位 瀬戸 優子
2位 河野 杏奈
4位 榎戸 美貴

平均台 女子レベル1 D-2
1位 榎戸 美貴
2位 瀬戸 優子
3位 河野 杏奈

卓球

シングルス 男子

D-1 1位 石井 湧人
2位 櫛田 大城

D-2 2位 法華津 三四郎

D-3 1位 伊藤 翼
2位 森本 健斗

D-4 3位 樅山 駿
D-5 1位 千田 健太
D-6 1位 小見山 暢
D-7 2位 田沼 祐樹

D-8 1位 猪俣 優雅
5位 河西 陽平

D-9 1位 元木 久
D-12 4位 岩崎 敏夫

シングルス 女子
D-1 4位 田中 美月

D-2 2位 小野関 光
5位 磯 飛鳥

テニス
シングルス男子

D-M01 1位 相ケ瀬 陽介
3位 松谷 太郎

D-M02 3位 飛田 俊治

D-M04 1位 川村 翔太郎
2位 小西 健也

D-M05
1位 中村 昇平
2位 西村 太郎
3位 深田 洋平

シングルス女子 D-F03 1位 山﨑 智世
バドミントン シングルス男子 D-M4 2位 五十嵐 公祐
バレーボール チーム競技 D-1 2位 1位 京都 

写真提供/スペシャルオリンピックス日本

写真提供/スペシャルオリンピックス日本
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日本選手団（東京選出名簿）
競技 カテゴリー 名前

陸上競技 アスリート 
宮川 星太郎
鈴木 理子
布施 純

バスケットボール
（男子）

アスリート 

庄司 誠也
富澤 稔
中野 亮
松野 遼
間中 郁
三上 隼人
門戸 誠利

コーチ 古野 庸一

バスケットボール
（女子）

アスリート

小畑 佳那恵
菊地 香理
長山 直
錦織 彩乃
西久保 真耶
野田 友弥
細谷 麻衣子

コーチ 鳴島 佳代

ボウリング 
アスリート

八木 利郎
佐々木 理沙

コーチ 松川 はるみ
体操競技 コーチ 幸地 良介
競泳 アスリート 鶴見 愛
テニス アスリート 山﨑 智世

バレーボール
アスリート

加藤 梓
菊池 隼
堀口 拓也
三井 雄太
山口 暁久

コーチ 丸山 陽

2019 年スペシャルオリンピックス
夏季世界大会・アブダビ

東京からの世界大会出場
アスリート・コーチ決定！

日本 選 手 団 選 考 が 行 わ れ た 結 果、
SON・東京からは 26 名のアスリート
と5 名のコーチが選出され、前回の
冬季世界大会を上回る、SON・東京
史上最多人数の出場となりました。
最高のパフォーマンスが発揮できる
よう、選手団の皆さん、応援団の皆
さん、いっしょに頑張りましょう。

［ 大会概要 ］
■大会名称 :2019年スペシャルオリンピックス

夏季世界大会・アブダビ
　（英語表記 :Special Olympics World Summer 

Games 2019）
■開催時期 :2019年3月14日 ~3月21日
　◦ホストタウンプログラム :3月8日 ~3月11日
　◦競技 :3月12日 ~21日
　　（12日 ~13日ディビジョニング）
　◦開会式 :3月14日
　　（会場 :ZayedSportsCityStadium）
　◦閉会式 :3月21日
　　（会場 :HazzabinZayedStadium）
■開催地 : アラブ首長国連邦（アブダビ）
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　JR 八高線・北八王子駅近くにオリンパスの
「技術開発センター 石川」があります。白とガ
ラスを基調としたモダンな建物。そのなかに入
る特例子会社「オリンパスサポートメイト」で、
野田友弥さんが働いています。総勢 112 名（障
害者は 91 名）の従業員のうち、ここ石川チーム
には 38 名の仲間（チーム員）と6 名の指導員が
います。

▶ 会社で働きたいと、勇気を出しました
　南大沢学園を卒業した野田さんは、作業所
で働いた後、就労移行支援に移り、「サポート
メイト」に就職しました。高校時代、バスケッ
トボールが大好きになり、卒業後は SON・東京
のバスケットボールプログラムに参加。働く仲
間、SO の仲間と接するうちに、企業に就職した
いという思いが芽生えてきたそうです。

　「私は声を出すの
が苦手だったので、
勇気がいりました。
ここで 働 い て から
変わったことは、友
達がたくさん増えた
こと、自分でお金を
払えるようになった
ことです」
　 会 社 の 業 務 は、
清掃、社内メール便

の集配、パソコンの初期設定などですが、石川
チームは、主に施設内の清掃を請け負っていま
す。入社 3 年目の野田さんは、役員応接室、6
号棟の会議室とトイレなどの担当です。「最初
は覚えるのがむずかしかったです。目標は、大
きな音をたてないように掃除をすること。これ
からは、給茶機のメンテナンスや喫煙室の清掃
をやってみたいです」
　会社には、社内清掃検定、自己評価面談など
があり、社会人として必要なことを学ぶ研修も
あります。チームリーダーの松代直子さんは、
野田さんは就職してから成長したと感じていま
す。「採用時の実習で働きたいという意欲がと
ても伝わってきました。最初のころは、コミュ
ニケーションを取るのに少し苦労していました
が、明るく前向きに努力して、成長していると思
います。大きな音を立てずに作業ができるよ
うになると、検定を 1 段階上がります」

▶ みんなが 1 歩 1 歩、成長してほしい
　指導員は、障害者施設などの福祉分野から
転職した人たちが多く、チーム員への理解があ
ります。松代さんもその 1 人です。「福祉は本
人に寄り添うのが第一。会社はその部分は大
切ですが、仕事をするところです。いろいろな
ことに挑戦できる場を作り、チーム員の力を伸
ばしていきたいですね」
　事業統括の仁科進さんは、異動してきて約 1

年。チーム員との距離が縮まってきました。野
田さんとも一緒に社員食堂を利用しています。

「指導員には、障害者への思いを持っている方
を採用しています。会社の目標は、一歩一歩、
成長を続けること。組織的な仕組みをさらに
しっかりしていきたいですね」
　野田さんの楽しみは、男性アイドルグループ

「嵐」のグッズを買ったり、コンサートに行った
りすること。刺繍も大好きで、将来は作ったも
のを売りたいそうです。バスケットボールの
魅力は、「シュートを狙うとき」。世界大会出場
が決まったときは、「うれしかった。アブダビで
シュートを狙うのが目標です」
　「長期に休むので、みんなに迷惑をかけるの
を気にかけていますが、ぜひシュートをいっぱ
い決めてきて下さい」。仁科さんと松代さんが
あたたかなエールを送ってくれました。

（バスケットボール・プログラムに参加）

働くアスリートたち

写真左：チームリーダの松代直子さん　右：事業統括の仁科進さん
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WORKING
ATHLETES 野田友

ゆ う や

弥さん（30 歳）第34回

花束贈呈役のアスリートが、開演前に高嶋ちさ子さんと記念撮影
※詳しい成績は web サイト(https://goo.gl/rxKaCX) をご覧ください

（50音順）

　SON・東京が実施している15 のスポーツ・
プログラムのうち、卓 球 は 特 に多くのアス
リートが参加する競技の一つ。十条、杉並、
府中、多摩の 4 会場で、20 人前後のアスリー
トがほぼ毎週、トレーニングに励んでいま
す。
　その成果を発表する場として、昨年から
新 た に特 別 支 援 学 校 の 卓 球 部を招 待して
行う「オープン大 会」を始 めました。 今 年
は、SON・東京のアスリート（39）に加え、港
特別支援学校（8）、永福学園（17）、志村学園

（22）、水元小合学園 （8）のほか、障害者総
合スポーツセンターで活動する個人（6）も
参加（カッコ内は人数）。総勢 100 名という
大規模な大会になりました。
　会場は、北区にある東京都障害者総合ス
ポーツセンター。スペシャルオリンピックス

が採用しているルールに基づき、ディビジョ
ニングを行い、それぞれが持てる力を十分
発揮し、全員が表彰されるという充実した競
技会でした。

第2回十条オープン卓球大会 開催（8/4）

後援 東京都、港区、国立大学法人東京海洋大学

協賛 いであ株式会社、一般財団法人職業技能振興会、東京海上日動メディカルサービス株式会社、日本オーチス・エレベータ株式会社、三菱 UFJ 信託銀行株式会社

物品協賛 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社、日本新薬労働組合、株式会社日本ホールマーク、株式会社ビームス、森永製菓株式会社、ライオン株式会社

ボランティア
協力

あすか製薬 V.C. マーガレット、株式会社 NHK ビジネスクリエイト、シーエーグループ（株式会社クリエイティブアルファ）、ジブラルタ生命保険株式会社、
東京海上日動ベターライフサービス株式会社、東京海上日動メディカルサービス株式会社、東京海上日動陸上部、日本新薬労働組合、NTTグループ、
株式会社パソナグループ、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、明治安田生命保険相互会社、リシュモンジャパン株式会社

協力 あすか製薬 V.C. マーガレット、株式会社クラフティ、東京海上日動メディカルサービス株式会社、東京消防庁、公益財団法人東京 YMCA

16 th ウォーク＆ラン フェスティバル

モップさばきもスムーズです

秋空の下で、チャリティ・ゴルフ大会　
9/10（月）

　今年で 13 回目を迎えたチャリティ・ゴルフ
大会（SON・東京 / 千葉支援チャリティゴルフ
会主催）が、今年も名門「我孫子ゴルフ倶楽
部」にて行われました。さわやかな秋空の下、
113 名の方々がプレーを楽しみ、互いのスコア
を競い合いました。参加者の皆様からのいた
だきましたチャリティ金は約 70 万円にものぼ
り、SON・東京の活動資金として活用させてい
ただくことになります。

ボランティア委員会が 
3 回に渡って研修会を実施

　ボランティア委員会は今年、団体の現況や
ボランティアに関する課題などについて学び、
今後の委員会活動等について話し合うことを
目的に、3 回に渡る研修会を実施しました。
　 第 1 回（6/10）と 第 3 回（11/10）は、港 区
生 涯 学 習センター「ばるーん」にて。 第 2 回

（8/25-26）は、長 野 県 小 諸 市「 ア サ マ 2000

東京海洋大学の象徴・帆船の横もコースの一部

1位／ JAIFA 東京協会「JAIFA 東京　快調チーム」タイム差 8秒

クラフティ様による大型ビジョンによる実況中継

2位／東京海上日動メディカルサービス株式会社「TMS Dチーム」タイム差 12秒

今年の交流会は、3つのゲームで盛り上がりました

3位／東京消防庁高輪消防署「ふぁいや～まん」タイム差 13秒

◦協賛／日本卓球株式会社、株式会社ジュ
イック、国際卓球株式会社、北区卓球連盟、
株式会社卓球王国、株式会社 VICTAS
◦協力／東京都障害者総合スポーツセンター

パ ーク」で の 合 宿 研 修 でした。 第 3 回 は 特
に、関東ブロックの地区組織にも参加を募り、
Skype（ビデオ会議）も活用しながら、各地区
のボランティア活動についての状況と課題を
話し合い、さまざまな意見交換を行いました。
　スペシャルオリンピックスはボランティアが
支える組織です。こうした活動が継続的に行
われることが、組織活性化の原動力になりま
す。これからのボランティア委員会の活動に
おおいに期待しましょう。

チャリティ・コンサート、
大好評のうちに閉幕　11/20（火）

　今年のチャリティ・コンサート（「SON・東京
を応援する会」主催）は、高嶋ちさ子さん率い

る、「高嶋ちさ子  12 人のヴァイオリニスト」に
よる特別公演でした。
　今回の演奏テーマは、「～女神たちの華麗
なる音楽会～」。“ 観ても、聴いても、美しく、
楽しい ” ヴァイオリン・アンサンブルの言葉ど
おり、高嶋さんの楽しいおしゃべりとヴァイオ
リニストたちの美しい調べ、優雅なパフォーマ
ンスに、会場の渋谷区文化総合センター大和
田「さくらホール」は、大きな拍手に包まれま
した。
　今回もコンサートの収益から SON・東京の
活動資金として、多額のご寄付をいただきま
した。

神奈川から1名、千葉から2名、山梨 (Skype) から1名が参加
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Update

登録 アスリート数：1,737名

正会員数：1,018名

（2018 年 9 月 30 日現在）

拓也は、現在 26 歳、二人兄弟の弟です。都
内の私立大学の特例子会社で、事務補助

と学内清掃の仕事をしています。
　ごく普通に生まれた拓也でしたが、幼稚園に
入園すると、じっとしていることができない、い
わゆる『困った子』でした。小学校入学の１年
前に児童精神科を受診、就学児検診では、『特
殊学級』という判定。けれど家庭では「自宅と
療育で丁寧に指導すればきっと皆と同じように
やっていける。」そんな認識で普通学級へ通い
ました。
　拓也は反復練習をいとわず、漢字や計算の
練習は熱心に取り組んでいました。しかし、小
学校高学年になると、学習が積み上がっていか
ないことがはっきりとわかりました。そのあた
りが、拓也の障害を実感として受けとめ始めた
時期だと思います。
　障害の受容は平凡な母親にとって容易なこ
とではありません。医師や専門家にどのような
診断名を告げられても、心から受け入れられる
ようになるのは、時間のかかることです。納得
できたような気がして前向きに進もうとしても、
ふとしたことで悲しみや不安が押し寄せます。
また、その逆もあって、子どもの小さな成長や
周囲の人の励ましに、大きな勇気をもらうこと
もありました。その繰り返しの中で拓也にとっ
て良かれと思う方向を懸命に探してきたように

思います。
　さて、拓也とバレーボールの最初の出会い
は、あまりよいものではありませんでした。中
学校の部活動で本人の希望ではなく、消極的
な選択で辛い経験もありました。卒業してから
数年後、偶然バレーをする機会があり、そこで
中学時代とは違う手応えを感じたようです。「ま
た、バレーボールをやりたい」と言われました
が、ふさわしい場を見つけられずにいたとこ

ろ、自分で中学の部活の顧問の先生に連絡をと
り、赴任先のバレー部で練習をさせてほしいと
頼んでいました。今までにない行動に驚き、拓
也の強い気持ちを知りました。その後、やっと
SO に辿り着きました
　SO のバレーの練習は、個人の能力に合わせ
て、最後には必ず成功体験を味わえる、きめ細
やかなものでした。拓也は念願がかない、い
つも練習を心待ちにしていました。ところが、
急な病を患い、入退院を繰り返すことに。そ
んな中、思いがけず SO バレーのマネージャー
の丸山さんがお見舞いに来てくださいました。
たいへん嬉しく、心強く感じました。その時丸
山さんは、「拓也君、世界大会に行こう」とお話
をされていましたが、私は、夢物語のようにぼ
んやりと聞いていました。療養後しばらくして
練習を再開でき、健康でバレーができる喜びを
味わいました。
　今年は、初めての全国大会を経験し、充分満
足していたところ、来年はなんと世界大会へ。
夢物語が現実のものとなったのです。これは、
丸山さんをはじめ、いつもプレーをよく見て的
確なアドバイスをくださるコーチ陣、練習の帰
り道まで温かく接してくださるボランティアの
方々、我が子のように見守ってくださるファミ
リーの皆さんのおかげです。今はただ感謝の
気持ちでいっぱいです。　文：堀口惠美子（母）

拓也とバレーボール
～来年はなんと世界大会へ。
夢物語が現実のものとなりました～

堀口拓也さん●1992年生まれ、2014年 SON・東京入会
参加プログラム／バレーボール

アスリート： 堀口拓也さん　父：和久さん、母：惠美子さん

　3 連休最終日の 10 月 8 日（月・祝）、第 16 回の「ウォーク＆ラ
ン フェスティバル」を、東京・港区にある東京海洋大学にて開
催。アスリート 43 名、企業・団体ランナー 198 名、ボランティ
ア 120 名が一同に会する一大イベントとなりました。

本イベントは、「宣 言タイムレ ース」という、自ら宣 言した
タイム に い か に 近 づ けるか を 競う駅 伝 形 式レ ース の た め、
ウォーキングでの参加も可能で、みんなが楽しめるユニバー
サルなフェスティバルです。さらに、レース後には SON・東京

のアスリートとの交流会もあり、知的障害
のある人 たちの 特 性を知る機 会 にもなっ
ています。
　特に今年は、SON・東京のオフィシャル・
スポンサーである株式会社クラフティのご
協力により、大型モニターによる実況中継
が実現。 校舎の陰やキャンパス奥のコー
スを走るランナー＆ウォーカーの様子も、
中継地点にいながら手に取るように分か
り、応援も一層盛り上がりました。
　参加チーム数も昨年の 27 から43 へと増
え、仲間と走る楽しさだけでなく、アスリー
トとのふれあいに、多くの参加者が価値を
見 出してい た だ い た ので は な いでしょう
か。レース結果は、宣言タイムと実走タイ
ムのタイム差 8 秒で「JAIFA 東京・快調チー
ム」が優勝、2 位は「TMS・D チーム」、3 位は

「ふぁいや～まん」でした。
　参加いただいたチーム、協力いただいたボランティア、協賛
いただいた企業・団体等の皆様に厚く御礼申し上げます。来
年は、さらに多くの方々のご参加、ご協力をお待ちしています。

宣言タイムレースとはいえ、前に人がいれば追い抜きたくなる？
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www.facebook.com/specialolympicsnippontokyo

◎ 2月16日（土）
SO 夏季世界大会・アブダビ選手団（東京選出）壮行会＆
2018年度活動報告会

◎ 3月7日（木）〜23日（土）
2019年 SO 夏季世界大会・アブダビ

◎ 3月9日（土）
認定 NPO 法人 SON・東京2019年度定期総会

◎ 4月6日（土）
第6回 SON・東京冬季地区大会

※事務局年末年始休暇：12 月 31（月）〜 1 月 4 日（金）

16 th

ウォーク＆ラン フェスティバル
開 催

150

参加チームが43にまで増え、スタート風景も豪快になりました

駅伝形式のケースなので、たすきリレーのシーンは見せ場の一つ

アスリートと一緒にゴール！みんな笑顔でいっぱいです

株式会社クラフティは、OA機器＆映像・音響機器の全国レンタル・リースの他、クラウドサービス、アプリ開発、撮影/配信
スタジオ・Cafe運営・スクールリノベーション、ドローンスクールなど、さまざまな分野で万全のビジネスサポートを行う企業です
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