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SON 埼玉の活動をお届けします

幸 魂！さいたま！
ニュースレター創刊にあたり
SON ・埼玉 理事長

畠山上尾市長が記録会に来場されました

男澤 望

SO 日本・埼玉では、毎週土曜日・日曜日に
県内どこかで、スポーツプログラム、文化プロ
グラムを開催しています。
また、記録会や埼玉県大会の開催、全国大会で
あるナショナルゲームや世界大会に参加なども
しています。
SO 日本・埼玉の中ではお互いの活動を知って
いただこう、SO 日本・埼玉をご支援いただい
ているパートナーの方に日頃の動きをお知らせ
しよう、そして SO 日本・埼玉の活動をご存じ
ないかたにもお知らせして私たちのパートナー
にぜひなっていただきたい、という思いからこ
の度「スペシャルオリンピックス日本・埼玉
ニュースレター 『幸魂！』（さいたま！）」
を創刊することとしました。
是非お読みいただき、なお一層の SO 日本・埼
玉へのご支援を賜ればと存じます。
よろしくお願い申し上げます。

すスペシャルオリンピック日本・埼玉は

2003 年に設立し、今年で創立１９年
となります。主に川口地区・さいたま上尾地区・三郷地区で活動しており現
在、約 300 名のアスリート、約 200 名のコーチ・ボランティアが １６種の
スポーツプログラム、文化プログラムに取り組んでいます（ 2021 年 12 月
時点）ぺのアスリート、約 200 名のコーチ・ボランティアが 16 種のスポーツプログラム、文化プログ
スペシャルオリンピック日本
、

日頃の成果を出し切る>>>

行くぞ！広島！ナショナルゲーム大会
に向けて、各競技で記録会開催
２０２２年５月より、各地区で 11 月に広島で開催される、ナショ
ナルゲーム大会に向けて、各競技の選考会が始まりました。アス
リートたちの、夢の舞台へ向けての真剣勝負が始まりました。

、

上尾陸上競技場で気持ちよくダッシュ‼

手作りゴールにむかってシュート！

久しぶりのプールで気持ちよく泳ぎました

みんな楽しく、真剣に
プレーできました

白熱した試合になりました

出場者２５名決定！
男澤理事長（団長）・田口ＳＰ委員長（副団
長）ほか総勢３９名参加
「Power of Smile」～だれもが輝ける場所へ～

■ 開催日程：2022年11月4日（金）～6日（日）3日間
2022年11月4日（金）開会式
2022年11月5日（土）競技予選（ディビジョニング）
2022年11月6日（日）競技決勝/ 表彰/ 閉会式
■ 開催地： 広島県内各所
（広島市、呉市、三原市、北広島町）

出場するアスリートをみんなで応援しよう！！

★陸上競技
鈴木 景翔（川口）、土井 柊一郎（川口）
野澤 正宗（川口）、松下 知樹（川口）
和田 知紘（川口）、元山 寛太（上尾さいたま）
臼井 陽斗（上尾さいたま）、大木 阿耶（上尾さ
いたま）
★馬術
関根 拓海、大谷 莉子、福島 邦恵、櫻木 秀治
★競泳
近藤 瑞紀（川口）
★テニス
山口 和輝（上尾）、植竹 凜（上尾）
三田村 和（上尾）
★卓球
中村 瑞季（上尾）、坪井 太陽（上尾）
大塚 祐輔（三郷）、海老澤 京子（三郷）
森松 奨羅（上尾）、前川 智彦（上尾）
甲斐 隆弘（上尾）パートナー
犬竹 祐貴（上尾）パートナー
犬竹 真紗美（上尾）パートナー

各競技の参加アスリートへユニクロ様より素敵な練習着をご提供いただきました。
青空を思わせるスカッとしたブルーと、鮮やかなイエロー。お気に入りのカラーをみんなそれぞれ
選んで、練習に参加しています！

★SO メイト

企業様のご紹介

代表取締役：田部井 良、会長：男澤 望
〒330-0842 さいたま市大宮区浅間町 2-244-1 電話 0120-156365 (フリーダイヤル)
1973 年 の 創 業 以 来 、 当 社 は 建 物 オ ー ナ ー 様 と 共 に 建 物 管 理 に お け る 様 々 な 業 務 に 取 り 組 ん で ま い り ま し た 。
我々はお客様の右腕として、総合的・統括的な建物管理における様々な業務をワンストップサービスでご提供い
たします。当社はお客様の資産である建物と向き合いながら長期的な視点で維持管理に関わることにより、
ライフサイクルコストの効果的・効率的な活用や抑制といった、ビル経営を戦略的にサポートいたします

2007 年より大宮アルディージャの公式スポンサーとなっています。特に聴覚
障害者の視点から「手話による応援」に力を入れており、同社が呼びかける形
で毎年夏に同チームのホームゲームで「手話応援」イベントを行っています。

2021年ご支援ありがとうございました
★寄付金をお寄せくださった皆様（ 2021 年 1 月 1 日～ 2021 年 12 月 31 日）
（SOメイト）
（順不同、敬称略）
毎日興業・スカイコート・TAKEUCHIファシリティーズ
力屋・天・今川工務店・ピーくん財団・『天』南ぬ島カフー
上尾北ロータリークラブ・上尾ライオンズクラブ・立教大学 コミュニティ福祉学部
今川 茂・男澤 望・橋本哲夫・岩永れい子・秋葉和代・須槍俊一郎・竹ノ谷光美
☆役員
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田口

正彦・犬竹

裕二・中村

直樹・田部井

良・今川

スペシャルオリンピックス・埼玉

敦美

組織体制
2022.1より

総会
理事会
理事長

男澤望（理事長）

事務局本部

スポーツプロ
グラム委員会

ファミリー
委員会

犬竹裕二（事務局長）

ボランティ
ア委員会

会計部

広報部

医療安全部

田口正彦（ＳＰ委員長）
上記のように2022年1月より新たにＳＯＮ埼玉組織体制を立ち上げました。
今後、それぞれの部（会）と事務局が連携しより良いＳＯ活動ができますようにかんばります。
尚、組織内で活躍されるメンバーを募集しております。宜しくお願い致します。

※参加アスリート＆パートナー＆ボランティア募集中
ー参加されるアスリート＆パートナーを募集しますー
参加アスリート及びアスリートと一緒にスポーツの練習をするパートナー（健常者）を募集中！
この機会に自分らしいスタイルでスペシャルオリンピックスのボランティアに参加してみませんか？ー
※一緒に体をうごかしたい！アスリートと一緒に楽しみたい！と思う方大募集中です。
ボランティアに参加するにあたり、競技経験は問いません。
ボランティアの主な内容〜得意な競技のコーチ、プログラム活動のお手伝い等
参加希望の方はＳＯＮ埼玉事務局までご連絡ください。
連絡先

本部：川口市芝２-４-２５
プログラム事務局：埼玉県上尾市本町３-７-１６
ＴＥＬ ０８０−５１８４−５０２０
ＦＡＸ ０４８−７７２−２２０４
Ｅ−ｍａｉｌ：saitama@son.or.jp
ＵＲＬ：http://www.son-saitama.org/
facebook ：「スペシャルオリンピックス日本・埼玉」で検索

【編集後記】

🌸広報部より

ニュースレター創刊にあたりまずタイトル「幸魂！（さいたま）」を決めました。～幸せの中で、皆楽しく活動し、プレーする時は魂を込めて真剣に取り組む～
今後もニュースレター「幸魂」にて皆様にＳＯＮ埼玉の活動、取り組みなどお伝えしていきたいと思います。
どうかよろしくお願いいたします。

２０２２年

SON埼玉プログラム活動案内

(変動もあるため参加するときは、確認をしてください）

毎月第１・第３土曜日 9：30～
短距離 中長距離練習
上尾さいたま陸上 埼玉県社会福祉事業団障害者交流センターさいたま市浦和区大原3-10-１
上尾運動公園陸上競技場
上尾市愛宕３-２８ｰ３０
毎月第２･第４土曜日 9:00～
中・長距離練習
川口陸上
県民健康福祉村
越谷市大字北後谷８２
毎月第３土曜日 9：30～
中・長距離練習
三郷陸上
県立みさと公園
三郷市高州3丁目地内
毎月第2第4土曜日 12：00～
川口市川口６－９－２９
川口競泳
川口市東スポーツセンタープール
毎月１回 中上級クラス 調整会による 競泳競技 基本練習
毎月不定期1回 初級クラス
ビート版
自立で個人行動できる
さいたま競泳
埼玉県社会福祉事業団障害者交流センターさいたま市浦和区大原3-10-１
毎月１回土曜日 コロナ禍から調整中
短距離 中長距離練習
三郷競泳
越谷市市民プール
さいたまサッカー 毎月第２･第４土曜日 9:30～
ユニファイド チーム練習 個人スキル
ユニファイド
埼玉県社会福祉事業団障害者交流センターさいたま市浦和区大原3-10-１
毎月第２･第４土曜日 9:30～
個人スキル練習
さいたまサッカー
個人スキル クラス 埼玉県社会福祉事業団障害者交流センターさいたま市浦和区大原3-10-１
毎月第２･第４土曜日 9:00～
個人プレイ練習
川口サッカー
県民健康福祉村
越谷市大字北後谷８２
毎月第２･第４日曜日 9：30～
個人練習 ふれあい練習
上尾フットサル
上尾市立芝川小学校グランド
上尾市上平中央１－８－１
毎月第２･第４日曜日 ・クラス別
12：30=初級クラス14：30=上級クラス(シングルス)
上尾運動公園テニスコート
上尾市愛宕３-２８ｰ３０
上尾テニス
桶川舎人スポーツパークテニスコート
桶川市赤堀１－１
毎月第４土曜日 10：00～
個人技能・シングルス練習
三郷テニス
ららシテイーくすの木公園
三郷市新三郷ららｼﾃｲ1-6-24
13:15～１組・14:30～ユニファイド・15:45～3組
毎月第１・第３日曜日・３クラス分け
上尾･桶川卓球
桶川市坂田コミュニティーセンター
桶川市坂田東2-3-1(スマイルピアザ坂田)
毎月第１・第３日曜日・14：30～
14:30～ユニファイド
上尾卓球
ユニファイド
桶川市坂田コミュニティーセンター
桶川市坂田東2-3-1(スマイルピアザ坂田)
毎月２回
会場調整による 9：30～
シングルス練習
三郷卓球
三郷市立ピアラシテイ交流センター
三郷市泉２－３５
月２回 会場の調整会による
基本練習 チーム練習
川口バスケット 越谷西特別支援学校体育館
越谷市大字西新井８５０－１
越谷市立総合体育館
越谷市増林２－３３

桶川バスケット

毎月一回日曜日

バスケット初心者

桶川市坂田コミュニティーセンター体育室

馬術エンデュランス
競技
ライド
馬術 ブリディッ
シュ競技

武蔵逍遥乗馬会へ個々での 予約
武蔵逍遥乗馬会馬場～比企丘陵
つばさ乗馬苑 馬場での練習
つばさ乗馬苑へ予約マンツーマン練習

フロアボール
上尾ダンス

25分

毎月第２･第４日曜日 13：00～
大宮北特別支援学校体育館

柔道

０９０-１１１１-１７４４ （相川）

日高市大谷沢６８１－１

1乗4,500円

090-4133-5325(土谷）

基本練習から
上尾市日の出４－３８６
個人練習 チーム練習
さいたま市西区中釘２２９０-１

準備中

大宮北特別支援学校体育館

上尾市二ツ宮 食堂照二階多目的室
１２月～３月
新潟県岩原スキー場

さいたま市西区中釘２２９０-１
13：20～よさこい 14:30～Jポップ
上尾市大字平塚９５１
自由書 墨での表現
上尾市大字平塚７２４
サインペン、色鉛筆、水彩
三郷市上彦名870番地
指編み かぎ針編み物 リリアン
現在コロナ禍で お休みです
現地集合 現地解散
新潟県湯沢町土樽731-8

毎月1回準備中

受け身の練習

毎月第3土曜日予定13:20よさこい･14:30
Ｊポップ イコス上尾リフレッシュルーム

毎月１回日曜日
9：30～
上尾市身障者福祉センター
三郷絵画 楽がきク 毎月第2日曜日
13:00～
ラブ
三郷市立瑞沼市民センター４階

アルペンスキー

桶川市坂田東2-3-1(スマイルピアザ坂田)
里山外周ライド引き馬 １乗4,000円
ブリティッシュ､障害物

上尾書道

上尾編物教室

ＰＭの時＝1組13:10～2組14:25～3組15:40～

東松山市大谷３８２-１１

フィギュアスケー 毎月第3土曜日予定 8:５０受付
埼玉アイスアリーナ
ト
フロアホッケー

ＡＭの時＝１組9:10～２組１０：１５～３組１１:20～

毎月第２･日曜日17:30～コロナ禍で現在休み

会場

埼玉大学柔道場予定

認定NPO法人スペシャルオリンピックス日本・埼玉

コロナ禍から現在中止

プログラム事務局

080-5184-5020

