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2022年度総会が開催されました。
●22年3月5日（日）●小郡地域交流センター
コロナ禍の中、思うようなプログラムが出
来ないまま新年度スタート致しました。
皆さん忙しい中、今からまた色々新たな取
り組みも始まるようでワクワク・ドキドキ。
事務局・会計・スポーツプログラム・広報と
課題が少しずつ改善方向に向かっています。

2022年 第8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・広島 分火式
●22年4月2日
（土）
14時20分～15時30分
●広島県立総合体育館 小アリーナにて

分火式

有森理事長と

有森裕子大会会長、崔実行委員長、大会サ
ポーター様、スポンサー様、多数お集まりに
なり、分火式が開催されました。 各地区
組織で大会火を囲んで大きな円となり47地
区組織に分火されました。11月4日～6日の
ナショナルゲーム広島に向けて参加アスリー
トの皆さんのご活躍を祈念いたします。
（分火式出席者：縄田篤志 縄田恵子）

分火ランタン

下関市社会福祉協議会会長表彰

３年前、コロナ禍の状況に不安を抱きつつ 屋外での顔合わせを兼
ねて、
６月１４日 武久海岸の清掃から始まりました。以来、ハロウィ
ン仮装で海響マラソンコースのゴミ拾い、ゆめタウン周辺、今月末
には３回目の武久海岸クリーン作戦を予定しています。
（清水）

スポーツもアートも、共にコロナ禍を乗り越えて。
アスリート・ファミリー・ボランティアの方
皆さんの参加で活動の輪が広がっています。

自動販売機設置
西部石油株式会社

宇部市

●2022年4月

喜久輪様

山口製油所様

社会貢献活動の寄付支援として コカ・コーラ支援自販機を設置してくださいました。
みなさんでおいしく飲んでご支援くださいね。

募金箱
●柳井市 グリーンステイながうら様
●下関市 バ～バラ'ず・プロモート・クラブ様
●防府市 有限会社 尾中商店様
趣旨に賛同いただいた飲食店や小売店、金融機関など県内
各地に募金箱が設置され、寄せられた浄財が活動を支えて
います。皆様のご支援、ご協力に心より感謝します。

ペイトリオッツ戦でご紹介頂きました
●22年4月9日(土）
・10日（日） ●宇部市俵田翁記念体育館
B3リーグ山口ペイトリオッツvs岡
山トライフープの試合にてSON・
山口バスケットボール競技をご紹
介いただけるご縁があり、参加し
てきました。
SON・山口の紹介後、アスリート
はプロ選手の入場と同じように名
前をコールされ緊張しながら登場
しました。最後に一人ずつレイアッ
プシュートを披露し、観客の皆さん

ペイトリオッツの試合で紹介され

からあたたかい拍手をいただきま

ると知ったときはすごく緊張しまし

した。

た。大勢の人の前でシュートする

現在、体育館玄関ホールにSON・

機会をもらえて良い体験になりま
した。 （アスリート村田真也君）

山口の壁新聞を掲示中です。

新川市まつり 子ども祭りにブース出展
●22年5月5日(こどもの日）
・
●宇部市新天町アーケード内
3年ぶりの開催となった子ども祭
りにSON・山口としてブースを
出し、パネル展示や広報誌「げん
き」の配布、バザーやフリマを実
施して広報活動を行いました。
アーケードの中はひっきりなしに
人が往来し、用意したパンフレッ
ト等もすぐに無くなる盛況ぶりで
した。

アスリートたちも楽しみながら参加。

アスリートの横山君製作の陶器、よく売れました。

「明るい方へ明るい方へ2022」
～アスリートアンバサダー就任記念～

●22年3月27日
（日） ●下関市菊川ふれあい会館 アブニール
「明るい方へ明るい方へ2022」
【明るい方へ明るい方へ2022】イベントは、昨年のアスリートスピーチ
コンテストで最優秀賞の「伊藤有希」さんが2022年度スペシャルオリンピックス日本のアスリートアン
バサダー就任された記念式典として、3月27日㈰に菊川アブニールで行われました。スペシャルゲスト
はシンガーソングライターのちひろさんでした。また、たくさんの皆様からのコメントを頂きました。
この度は、皆さんと一緒に金子みすゞさんの

あらためましてアスリートアンバサダーのご

言葉「明るいほうへ」を分かち合うひととき、

就任、誠におめでとうございます。

そしてゲームも一緒に楽しめて、大変有意義

皆さんの明るい笑顔が印象的な一日でした。

で嬉しいご縁を有り難うございました。これか

これからも私達の心に、金子みすゞさんの詩

らも共に、笑顔で明るいほうへ歩んでいけた

の想いが温かくこだましますように。また一

ら嬉しいです♪

緒にコンサートのひとときを過ごせますこと

【シンガーソングライターちひろ】

願っております。

【ベルミューズ

長尾】

2021年度会員・賛助会員ご芳名

皆さまのご協力・ご支援に心より感謝致します。

（順不同・敬称略）
2021年12月31日受領分まで

正会員
•齊藤 昌彦 •山田 正昭 •山田 房子 •藤井 素子 •株式会社三ッ輪モータース •広本 正 •横山 るり子 •田中 文代 •新田 幸江
•藤崎 雅恵 •金剛住機株式会社下関支店 •社会福祉法人 あゆみの会 •小拂 郁子 •安岡 克昌 •内野 敬子 •有限会社 原田建設
•縄田 惠子 •横山 敬子 •品川 裕子 •村田 幸彦 •神田小児科医院 •平田 佐知子 •安野 幸恵 •渡部 真由美 •山根 あゆみ •國田 宏
•金沢 久恵 •萬谷 正子 •國田 明美 •高木 和子 •徳永 喜治 •岡村 和美 •木村 優子 •溝部 尚代 •溝部 光男 •李家 正信 •宮川 恵子
•住吉工業株式会社 •社会福祉法人 菊水会 •HARASS基金 •角田 佳介 •土橋 渉 •松尾 淳一 •下村 秀樹 •冨永 裕二 •大浜 洋子
•多田 桂次郎 •大浜 進 •奥原 勇 •石村 真奈美 •横山 芳子 •横山 博幸 •河村 建一 •株式会社 高山建工 •岡村 紀子 •古谷 明美
•吉田 美智子 •山本充税理士事務所 •城市 聡 •渡辺 和美 •牛島 久美子 •室井 万里子 •住友 美子 •松村 久 •浜口 豊 •津島 誠治
•津島 恵子 •幸坂 正彦 •大畑 直美 •菊池 信治 •田村 美奈子 •青山 珠江 •友景 秀雄 •友景 清子 •株式会社 エー・エム・エス
•本永 勝昭 •渡壁 康弘 •田邉 征六 •医療法人社団かねはら小児科 •植田 宗継 •伊藤 茂子 •林 裕子 •濱鍛 英一郎子 •新本 里美
•村岡 佳代 •楠田 礼子 •肥塚 多江 •磯部 希 •永井 恵子 •端野 利恵 •石川 忠 •今村 美智子 •橋本 薫 •福崎 敦 •松山 博幸 •田島 良重
•内田 章子 •市場 正江 •神田 芳子 •正司 宏充 •城戸 宣彦 •医療法人三隅外科胃腸科 •嶋田 弘幸 •清水 千代美 •山口 久美子
•山口 雅楽 •山口 隆史 •浴井 央 •山本 敏生 •平岡 悦子 •福重 みどり •吉村 貴代子 •菅 京子 •市河 和義 •医療法人テレサ会
•小方 英生 •小方 和子 •中谷 華江 •辻村 和枝 •合志 愛子 •木村 孝司 •粟井 洋子 •粟井 郁雄 •平岡 良太 •原田 敏夫 •西川 浩子
•西川 雅裕 •小西 陽子 •株式会社ヒロシゲ •福冨 博恵 •香川 昌則 •大山 千雪

賛助会員
•足立 進 •瀬木 勝子 •百生 めぐみ •株式会社山口銀行 地域振興部 •齊藤 弘子 •有限会社浪花寿司 荒川健一 •青柳内科医院
•橋本 テル子 •青柳 俊平 •兼定 啓子 •田中 紀行 •田中 敏房 •大呑 あゆみ •守国 康一 •河村 正義 •河内 美穂子 •橋本 義人
•安井 愛 •岡邑 洋二 •村田 和美 •佐々木 義明 •下関食品流通協同組合 •高木 葉子 •飯田 豊子 •為国 節夫 •有限会社小郡印刷
•下関唐戸魚市場株式会社 •李家 順子 •加藤 あゆみ •西山 教美 •土橋 和泉 •冨永 美佳恵 •奥原 房代 •石村 貴徳 •江藤 修三
•小林 正 •波田 弘子 •頴原 美千代 •有限会社風車 •椎木 きみ子 •株式会社ブリッジ •渡邊 利絵 •株式会社 藤フーズ •幸坂 紀恵
•向井 保幸 •寺田 路子 •田邉 明子 •田邉 亮 •株式会社ふくの里 •坂井 芳浩 •井上 周子 •やまぐち小児科 •前田 龍一 •山本 貴広
•縁起焼株式会社 •田中 豊 •林兼産業株式会社 •中村 和子 •徳重 桂子 •林 幸子 •縄田 牧子 •志賀 光法 •松常 春江 •山口 洋一郎
•株式会社ハートフーズ21 •荒木 真由美 •荒木 新一朗 •市河 幸子 •大和田 加代子 •河野 千恵子 •伊東 幸子 •田戸 理子
•中村 百合江 •原田 加代子 •南波 敏子

2022年度
正会員・賛助会員ご加入のお願い

【会員種別】
正 会 員（年額：個人6,000円、法人・団体10,000円）
賛助会員（年額：個人4,000円、法人・団体10,000円）

スペシャルオリンピックス日本・山口の活動は、支援
者のご寄附やボランティアによって成り立っています。
皆さまの温かいサポートを
心よりお待ちしております。

［お振込み方法】
◆郵便振替の場合
ゆうちょ銀行 振替 01340-0-6009
◆銀行振込の場合
・山口銀行小郡支店 普通 5114126
（金融機関コード0170支店コード037）

振込が完了しましたら、
以下のQRコードから
URLを読み取っていた
だき、必要事項を入力
願います。

・西京銀行下関支店 普通 2052770
（金融機関コード0570支店コード001）

新型コロナも3年目となり、少しずつですがSOの活動や生活にも変化が出てきたように感じられるようになりました。早く収
束してくれるのが一番いいのですが、みんなで力を合わせてこんな困難な状況であってもSO活動を楽しんでいきましょう。
そしてスペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・広島大会に向けて充実したプログラム活動を行いましょう。
（W）

この広報誌は富士フイルムビジネスイノベーションジャパン山口支社様のご協力により印刷して頂いています。

スペシャルオリンピックス日本・山口
ニュースレター 第58号
2022年6月発行

事務局が移転しました。
□事 務 局 〒754-0041 山口市小郡令和1-1-1 産業交流スペースMegriba内
TEL:080-2908-5261

FAX:083-963-9091

