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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・広島大会開催

ナショナルゲーム広島に参加して
今回のナショナルゲームは広島県と近く、沢山のアスリートの参
加ができました。しかしコロナ過で選手選定ではコーチの皆さん
は大変苦労されたと思います。11月4日の開会式では有森理事長
の挨拶もですが、ライオンズクラブの地区代表挨拶で全面的に協
力しますと、力強いお言葉に元気をもらいました。山口県でも今
回多くの寄付を頂きました。私は競泳会場でアスリートの応援を
しましたが、皆さん全力で泳ぎ、自分の力を出し切り笑顔でハイ
タッチです。コーチの皆さんは早朝より準備され、夜はミーティン
グと2日間本当にありがとうございました。閉会式では多くのアス
リートと2年後の冬季大会での再開を誓いました。関係者の皆さ
んに心より感謝申し上げます。　団長　松村　久

女子シングルスで大沢選手は、検討し3位。男子ユニファイドは他のチー
ムは男子同士なのに、田中兄妹は混合チームで戦い惜しくも２位。どちら
も頑張ってくれました。　〈本永コーチ〉

天候にも恵まれ、4人全員が決勝で
予選の記録を更新！笑顔の大会とな
りました。 〈守国コーチ〉

卓球 陸上競技
●マエダハウジング東区スポーツセンター（広島市） ●広島広域公園（広島市）
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自転車競技＊デモンストレーション フライングディスク

ボウリング バスケットボール

バドミントン

ファミリー・ボランティア交流会

競泳

●広島県立中央森林公園（ロードレース）（三原市） ●広島経済大学 陸上競技場（広島市）

●ミスズボウル（広島市） ●広島県立総合体育館（グリーンアリーナ）（広島市）

●広島経済大学 石田記念体育館（広島市） ●日本製鉄アクアパーク （市営プール）（呉市）

自転車は4人のアスリートが参加。広島県中央森林公園で坂のきついコー
スですが、みんな頑張ってメダルをいっぱいもらいました。 〈弘重コーチ〉

笑みの絶えない
宿舎での生活、
緊張感が漂うボ
ウリング 場、全
てが良き想い出　

〈原田コーチ〉

予選は、ギリギリの点数で緊張がはしりましたが、決勝では圧倒しメダ
ル獲得できました。 〈溝部コーチ〉

有森裕子理事長の挨拶で、このコロナ禍の中3年間何も出来ず、全てが中止になっていく中で私たちは、"きづき"
を生んだという話。本当にそうだなぁと思います。私たちは、後退せずに前を向いて行動したそれがこのナショナル
ゲーム広島大会の結果に繋がっていると改めて思いました。また、大会実行委員長の崔さんは何と下関出身で山口
大好きな方でした。HIPPYさんという広島のシンガーソングライター。 今日は間近で聞いて手話ダンサーズの方
たちとのコラボは、やはり感動致しました。　〈ファミリー溝部〉

３名のアスリート全員が大会を楽しみつつ、金メダルを取ることが出来
ました。 〈畑中コーチ〉

山口でプログラムが開始されてちょうど20年。念願のチームでのNG出
場、そして銀メダル！　最高の感動をありがとう！　（縄田コーチ）

アスリート全員メダルを獲得できました。感動させてもらいました。あり
がとう。　〈鈴川コーチ〉

HIPPYさんと手話ダンサーズの皆さん 有森理事長と

プレゼンターTADA

大会ボランティアとして参加。
超多忙な日程をこなした後のプ
レゼンター。 〈多田事務局長〉
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広島大会から帰って、選手団メ
ンバーは県知事をはじめ、地元
の市長を表敬訪問しました。村
岡県知事からは繰り返し「すご
いね～！」とお褒めの言葉を頂
戴しました。
アスリートたちは、大きな大会
で緊張したこと、楽しんで帰ろ
うと思ったことなど、それぞれ
に体験とその成果を自分の言
葉で報告することができ、表敬
訪問の会場はどこも暖かい笑
顔でいっぱいでした。

今回のナショナルゲーム広島の大会参加に際し、多方面より多くのご支援を頂き誠にありがとうございました。おかげさ
まで、アスリートは日頃のトレーニングの成果を十分に発揮することができました。今後ともご支援のほど、よろしくお願
い申し上げます。　〈選手団一同〉

HARASS基金　原征子 かねはら小児科 もみの木薬局
社会福祉法人　周美会　徳永あけみ 金子小児科　金子淳子 木下和美
社会福祉法人　あゆみの会 株式会社ライフネット 株式会社鶴谷秀電社
合同会社　サニーデイズ 下関新下関ライオンズクラブ クニヨシ ヒロシ
広本　正 松村　久 角田　佳介
募金箱_NG支援 下関ライオンズクラブ 宇部ハーモニーライオンズクラブ
下関西ライオンズクラブ 下関北ライオンズクラブ 美祢ライオンズクラブ
宇部新川ライオンズクラブ 宇部ライオンズクラブ 光ライオンズクラブ
長門ライオンズクラブ 徳山中央ライオンズクラブ 防府ライオンズクラブ
楠ライオンズクラブ 山陽ライオンズクラブ ㈲長豊建設
㈱西京銀行新下関支店幡生支店有志 新本 里美 下関響灘ライオンズクラブ
宇部かたばみライオンズクラブ 萩ライオンズクラブ 宇部サルビアライオンズクラブ
宇部ときわライオンズクラブ 渡壁　康弘

名簿一覧　NG広島寄付者名簿

ナショナルゲーム広島大会　ご支援のお礼

辻村賢之介君、2023ベルリン夏季世界大会　日本選手団メンバーに決定！
広島大会で競泳に出場した辻村君が来年の世界大会に派遣されることが、SO日本より発表がありました。おめでとうございます。
年明けから合同合宿などスケジュールが目白押しですが地区も精一杯のバックアップをします。

山口県庁にて村岡県知事と

下関市役所にて前田市長と 宇部市役所にて篠崎市長と 山口市役所にて伊藤市長と

表敬訪問
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11月4-6日の三日間の日程で広島県にてナショナルゲームが開催されました。アスリート900名　ボランティア延べ4,000人　観客
約10,000人。コロナ禍で準備された大会実行委員会の方のご尽力は想像し難いものです。そのおかげでアスリートのみなさんは、
最高の笑顔でこの大会に挑まれ　Power of Smile ～だれもが輝ける場所へ～を大いに体感してくれたことでしょう。感謝　（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。

□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

事務局が移転しました。

　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。

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）

［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）
・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）
・paypay銀行 ビジネス営業部 普通 6204915
  （金融機関コード0033 店番005）

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。

•山本充税理士事務所  •株式会社三ッ輪モータース  •株式会社 エー・エム・エス  •粟井 洋子  •大浜 洋子  •小方 和子  •神田 芳子  
•齊藤 昌彦  •縄田 惠子  •原田 敏夫  •広本 正  •横山 るり子  •李家 正信  •國田 宏  •田中 文代  •大浜 進  •金沢 久恵  •奥原 勇  
•粟井 郁雄  •石村 真奈美  •辻村 和枝  •橋本 薫  •萬谷 正子  •國田 明美  •福重 みどり  •藤井 素子  •横山 敬子  •正司 宏充  
•宮川 恵子  •幸坂 正彦  •藤崎 雅恵  •向井 保幸  •横山 芳子  •横山 博幸  •渡辺 和美  •徳永 喜治  •品川 裕子  •能登 眞理  
•本永 勝昭  •菅 京子  •西田 順一  •岡村 和美  •大畑 直美  •村田 幸彦  •渡壁 康弘  •城戸 宣彦  •社会福祉法人 あゆみの会  
•金剛住機株式会社下関支店  •医）三隅外科胃腸科  •住吉工業株式会社  •社会福祉法人 菊水会  •医療法人社団かねはら小児科  
•HARASS基金  •株式会社 高山建工  •角田 佳介  •楠田 礼子  •室井 万里子  •小拂 郁子  •植田 宗継  •肥塚 多江  •住友 美子  
•木村 優子  •土橋 渉  •平田 佐知子  •磯部 希  •安野 幸恵  •永井 恵子  •田村 美奈子  •青山 珠江  •新本 里美  •溝部 尚代  
•溝部 光男  •橋本 義人  •端野 利恵  •松山 博幸  •平岡 良太  •伊藤 茂子  •金田 茂  •田島 良重  •山口 久美子  •山口 雅楽  
•山口 隆史  •石川 忠  •香川 昌則  •清水 千代美  •林 裕子  •松村 久  •安岡 克昌  •岡村 紀子  •内野 敬子  •松尾 淳一  •浴井 央  
•吉田 美智子  •濱鍛 英一郎  •北村 京子  •萩原 始代  •山崎 信子  •株式会社ヒロシゲ  •山根 あゆみ  •村岡 佳代子  •中谷 華江  
•友景 秀雄  •友景 清子  •山本 敏生  •浜口 豊  •古谷 明美  •市場 正江  •倉本 喜博  •有限会社 原田建設  •今村 美智子  
•吉村 貴代子  •小代田 いく子  •多田 桂次郎  •三宅 菜穂子  •大田 あすか  •渡邉 冴香  •海老 京子  •河本 尚子  •遠藤 優子  
•東亜建設工業株式会社  •福田 美香  •上田 小百合  •冨永 裕二  •木村 孝司  •中谷 博治

•有限会社浪花寿司 荒川健一  •株式会社山口銀行 地域振興部  •有限会社小郡印刷  •兼定 啓子  •荒木 真由美  •荒木 新一朗  
•為国 節夫  •田中 紀行  •奥原 房代  •李家 順子  •石村 貴徳  •中村 和子  •新田 幸江  •松常 春江  •安井 愛  •岡邑 洋二  
•田中 豊  •田中 敏房  •城市 聡  •齊藤 弘子  •大呑 あゆみ  •幸坂 紀恵  •村田 和美  •原田 加代子  •井上 周子  •徳重 桂子  
•守国 康一  •河村 正義  •江口 ちたる  •大和田 加代子  •河野 千恵子  •中村 百合江  •合志 愛子  •伊東 幸子  •志賀 光法  
•加藤 あゆみ  •佐々木 義明  •椎木 きみ子  •寺田 路子  •南波 敏子  •田戸 理子  •田邉 征六  •河内 美穂子  •田邉 明子  
•下関食品流通協同組合  •株式会社ふくの里  •株式会社ハートフーズ21  •青柳内科医院  •下関唐戸魚市場株式会社  
•株式会社ブリッジ  •神田小児科医院  •林兼産業株式会社  •小堀 圭志  •橋本 テル子  •西山 教美  •内田 章子  •高木 葉子  
•土橋 和泉  •小林 正  •波田 弘子  •青柳 俊平  •株式会社 藤フーズ  •縁起焼株式会社  •坂井 芳浩  •飯田 豊子  •足立 進  
•瀬木 勝子  •百生 めぐみ  •小西 陽子  •縄田 牧子  •工藤 博美  •武久病院グループ

2022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。

2023年度
正会員・賛助会員ご加入のお願い

（順不同・敬称略）
2022年12月31日受領分まで

正会員

賛助会員

会員種別

スペシャルオリンピックス日本・山口
ニュースレター 第59号
2023年1月発行


