2008 年度 SON・山形通常総会開催
・日 時 2008 年 4 月 26 日(土) 13：00～
・場 所 山形市木の実町 大手門パルズ
・参加者 ご来賓、役員、会員 124 名出席
冒頭、荒井会長より、本年 3 月開催の「2008 年第 4 回 SON 冬季ナショナルゲーム・山形」は、
アスリートの皆さん怪我や事故無く、大きな盛上りと感動の中終了する事が出来た。これも本日
ご出席各位の、運営やサポート等のご支援、ご協力の賜物と感謝申し上げる旨の挨拶の後開催。
主な議案として 1．年内に於ける NPO 法人取得、2．競技プログラムの増加(特に陸上・フロア
ホッケー)と活動地域の拡大(米沢・置賜・新庄・最上)を原案通り決定し、17：00 終了
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SON・山形臨時総会開催
・日 時 2008 年 9 月 12 日(金) 16：00～
・場 所 山形市木の実町 大手門パルズ

・参加者

役員、会員 64 名出席

・開催の趣旨 …2008 年度通常総会において NPO 法人取得を決議、この設立認証申請の準備
(設立趣旨・定款・役員・事業計画・収支予算等の確認)の為
・NPO 法人認証取得の目的 …SON・山形の基盤を磐石にする(社会的信用と資金調達力の増大)
全議案を原案通り決定し、17：30 終了

JFHF・山形フロアホッケー連盟設立総会開催
・日
・場

時
所

2008 年 8 月 30 日(土)
山形市木の実町 大手門パルズ

・参加者

会員 54 名中 35 名出席

設立準備会世話人代表挨拶の後、ご来賓として日本フロアホッケー連盟 細川佳代子会長・SON
山形 荒井進会長・山形市 後藤恒裕教育長・山形県体育協会 神尾芳昭常務理事よりご挨拶を頂
き開会、終了後設立祝賀パーティー
・設立の目的(定款 第 2 章 目的 及び事業 第 3 条 目的より)
本山形連盟は、日本フロアホッケー連盟傘下の山形県組織として、山形県内におけるフロアホ
ッケー界を代表し、アマチュア団体として障害の有無・年齢・性別を超え誰もが楽しむことの
出来るフロアホッケーをユニバーサルスポーツとして普及振興することを通し、障害の有る者
との垣根の無い社会創造に寄与することを目的とする。
・主な役員
会 長
武藤 幸規（第一貨物株式会社代表取締役社長）
副会長
井上 博 （山形県知的障害者福祉協会会長）
同
遠藤 正明（山形県ＰＴＡ連合会会長）
同
眞木 滋夫（SON・山形事務局長）
事務局長
武田 岳彦（北庄武田商店専務取締役）
・当面の活動チーム
アスリートチーム
4 チーム
一般チーム
3 チーム

寄付金をいただいた団体
・山形霞城ライオンズクラブ

・サクラ調剤薬局

新規賛助会員（敬称略） 本年度～9 月末
・（株）ベスト
・長岡 達男
・佐藤 正記・明子
・小笠原

・土屋 豊
・松田 茂
・遠藤 むつき
志保
・石山 薫
・加藤 美智夫
・井上

博

SON 冬季ナショナルゲーム・山形は天候にも恵まれ成功裡に終了。アスリートたちは素晴らしい
成績を残し、それぞれが何物にも代え難い大切なモノを得、感動を共有。コーチ・ボランティア
には心から感謝しつつ、これからの SON・山形の活動の輪が大きく広がることを願います。

２００９年
スペシャルオリンピックス冬季世界大会

アイダホ
２００９年２月６日～１３日（ホストタウンプログラム２月１日～４日）
参 加 者：アスリート…８５カ国・地域より 3,000 人以上
日本選手団：アスリート６２人(予定) 役員・コーチ２５人(予定)
ＳＯＮ・山形 参加者
＜アスリート＞
☆アルペンスキー
☆クロスカントリー
☆スピードスケート
☆スノーシューイングー
＜ コーチ ＞
☆クロスカントリー
☆アルペンスキー

山口
千葉
井上
木村

敦夫さん
あみさん
渉さん
文昭さん

根津 良伸コーチ
岡崎 雪華コーチ

―大会までの予定ー
第一回合宿
2008 年 9 月 19(金)～21(日)
in 大阪
第二回合宿
2009 年 1 月 10(金)～12(日)
各種目ごと

各プログラムの予定
☆水

泳

☆卓

H20．9 月～

※詳しくは事務局へ

山形(山形一小プール)・・・毎週日曜開催
第 15 回記録会（12 月予定）開催
山形市障がい者水泳競技大会（11 月 30 日）出場
鶴岡・・・毎週土曜開催

球

鶴岡・・・毎週 1 回開催

☆ボーリング

山形(ヤマコーボウル)・・・毎週木曜開催

☆フライングディスク

鶴岡(愛光園)・・・隔週開催

☆フロアホッケー

山形・・・毎週 1 回開催
鶴岡・・・毎週 1 回開催

☆ス キ ー

（活動休止中）

１２月より活動予定

・・・山形蔵王

☆スケート

（活動休止中）

１１月より活動予定

・・・山形ウエルサンピア

第一回トレーニング（7/5）
ヘッドコーチ 長谷川博明さん
「まず何事もやってみる！」
「挑戦してみる！」
「絶対諦めない！」

猛暑の中
無事始動♪

一人ひとり出来る事や

出来ない事には差がありますが、少しずつ努力
して、少しずつ自分の力を伸ばしていく事は同

アスリート代表

じはずです。自分に挑戦する心を持ち、日

押切俊彦さん

常の一貫したトレーニング・毎日の一貫した努

第一回陸上トレーニングを

力がアスリートの皆さんを大きく変えていく

終えて、とても楽しかったで

と信じています。みんなで頑張りましょう！！

す。
陸上ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞのリーダーと

ファミリー代表

長岡美和さん（未来さん母）

ＳＯＮ山形を知ったのは数ヵ月前のことです。娘は、中学を卒業してから
仙台の養護学校で５年間を過ごし、この春山形に戻りました。娘に、もっ

して、責任を持ってみん
なをまとめられるよう
に頑張ります！！

と人と触れ合う交流の場が欲しい…と思い、参加することにしました。
第一回目の練習日はとても暑く、グラウンドの練習に大丈夫だろうか？と
不安でしたが、こまめに休憩を入れながら丁寧に指導してくださるコーチ
陣に感謝です。これから、事務局・コーチ陣と連携をとりながら、練習を
続けていきたいと思います。
プログラム開催日
場

所

どうぞ宜しくお願いいたします！

毎月第１・第３土曜日
第一貨物中央研修所

１０：００～１２：００
体育館＆グラウンド

準備期間が１年半という短い期間でしたが、多くの
皆様のご協力で成功裏に終了いたしましたことに心か
ら感謝を申し上げます。
今大会を契機として、県内各地域に SO 活動を普及し
たいと思い組織づくりやトレーニングの環境づくりに
努力してまいりたいと存じますので、今後ともご指導
ご協力をよろしくお願い申し上げます。
＜ 会長
荒井 進 ＞
アスリートの皆さんが大会で得たものはとても大きいと
思います。SO 活動の終局の目的とする「トレーニングや
大会を通じ、体力増強と自立できる力を養い、地域社会の
皆さんや学校の仲間と楽しい生活をすごす」この事に少し
自信を持つことが出来るようになったのではないでしょう
か。少しずつ前進していけるよう日常トレーニングに努め
て行きましょう！
＜ 冬季 NG・山形 選手団団長
眞木 滋夫 ＞
私達ｽﾉｰｼｭｰｲﾝｸﾞﾁｰﾑは、本格的な練習は、年明けにようやく
開始された。ｽﾉｰｼｭｰ本来の目的や楽しみ方とはかけ離れたこの
競技… とにかく疲れる… しかし、誰ひとり一度も休まず練
習に参加した。特に蔵王では、吹きだまりにあえぎ、地吹雪に
うずくまりながらも走り続けた。
その努力は大会で報われ、個人タイムの伸びには 2 日間とも目
を見張った。その 4 人が心を一つにしてつないだ 400ｍリレー
この金メダルには本当に感動しました。
＜ ｽﾉｰｼｭｰｲﾝｸﾞﾍｯﾄﾞｺｰﾁ 横尾 昌人 ＞
07 年から氷上ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ開始。毎週のﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、家族から離れ頑
張った合宿、早朝ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ。早起きが苦手な私を、ｱｽﾘｰﾄやﾌｧﾐﾘｰ
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの皆さんのパワーが引っ張ってくれました。とても感謝
しています。私の技量は乏しいけれど一緒になって滑り、ｱｽﾘｰﾄ
の手を離して歩けた時、次に滑れた時には、親になったかのよう
な気分で感激しました。今後も楽しく滑り、国内外へと羽ばたい
ていきましょう！ ＜ ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄﾍｯﾄﾞｺｰﾁ 伊藤 恭子 ＞

