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ニュースレターの印刷は、株式会社正直堂様のご協⼒を頂いております。



理事会及び総会の開催報告

2021年度第1回理事会・通常総会

理事⻑・事務局⻑交代
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2⽉28⽇（⽇曜⽇）に、ジット甲府プラザにおいて2021年度第1回理事会・通常総会を開催しました。 コロナ
禍で集まるリスクも考え、事前に書⾯表決も取り⼊れた理事会を⾏いました。

今期は、参加する⼀⼈⼀⼈の⼒が発揮できるよう組織編成し、新体制は理事14名、監事2名、運営委員（⼀
部理事を含む）20名の組織となり、新理事4名が就任されましたことも報告いたします。
理事会・総会ともに2020年度は当初の計画通りに活動できずの事業報告、決算報告になりました。2021年度

の事業計画、予算計画通り事業が⾏えますことを願い承認いただきました。

理事⻑は舩⽊理事⻑から⽯坂理事⻑へ、事務局は中井事務局⻑から深澤事務局⻑へ交代いたしました。ス
ペシャルオリンピックス⽇本・⼭梨設⽴に尽⼒いただきました⽅々を迎え、盛⼤にセレモニーを開催したい
ところでしたがコロナ禍においてかないませんでした。舩⽊理事⻑には、2003年の設⽴準備より、常にアス
リートへの温かい眼差しでスペシャルオリンピッ クス⽇本・⼭梨に注⼒し、多くの⽀援者を集めていただき
ました。中井前事務局⻑には、2005年の⻑野⼤会よ り事務局⻑を務め、NPO法⼈⽴ち上げから認定NPO法⼈
への格上げに尽⼒いただきました。⻑きにわたりありがとうございました。今後は、顧問、監事として関
わっていただけます。



新旧理事⻑ご挨拶

新理事⻑ ⽯坂正⼈

この度、スペシャルオリンピックス⽇本・⼭梨の理事⻑に就任いたしました
⽯坂正⼈と申します。

SON・⼭梨を設⽴以来、⻑きにわたり務めてこられた舩⽊理事⻑より⼤役を
仰せつかりました。若輩者ではございますが、このご縁を⼤切にして、関係各
位のお⼒添えをいただきながら、SON・⼭梨のさらなる発展を⽬指して邁進し
ていく所存でございます。
皆様、どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

前理事⻑ 舩⽊上次

新しい理事⻑を迎え、新しい時代を切り開いていくSON・⼭梨。私は皆さんと
関わらせていただき多くのことを学び、感動をいっぱいもらいました。

夏・冬の全国⼤会、サポートをしなければならない私が皆さんに助けられてば
かり。夏の世界⼤会にも冬の世界⼤会にも⼭梨から選⼿を送り出すことができま
した。選⼿の皆さんの顔が思い出されます。
お⽗さん、お⺟さん、家族の皆さんすべてが楽しいことばかりではありません
でしたよね！でも今になればそのすべてのことがあったから、これまでの時間が

私の⼼の中で宝物のように思えるのです。
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さて、理事⻑就任にあたり、⼀⾔抱負を申し上げます。
私は、ジットグループでリサイクル事業の仕事を通して、⼭梨から⽇本を元気にしようと⽇々活動しております。そのよう
な折、舩⽊前理事⻑にご縁をいただき、SON・⼭梨に参加いたしました。そこで、アスリートやファミリーの皆さんと交流し
「地域社会で働きたい」「仕事を通して社会に貢献したい」と思う⼈達が⼭梨にも沢⼭いることを知りました。
そこで仕事を通して、「そのご家族が安⼼して⽣活できるように」また「彼らが社会に貢献しているという誇りを持てるよ
うに」、⼀⼈でも多くの⼈の雇⽤の場をつくり、ジットグループの仲間を増やそうと、障がい福祉事業NPO法⼈ジット会たい
ようを設⽴いたしました。
彼らは、仕事を通して、⽣きがいやりがいを⾒つけ、毎⽇⼀⽣懸命に仕事と向き合っています。その姿に私は⼤いに刺激を
受けパワーをもらっています。このようにこれからも、⼀⼈⼀⼈の適性をつかみ、強みを活かして活躍できる場を提供し、⾃
信や元気につながるように努めてまいります。
SON・⼭梨は、スポーツを通してアスリートの健康や体⼒の増進と、⾃⽴と社会参加を促進しながら、みんなが笑顔で幸せ
であるように応援し続けます。そのために、先ずは、SONの活動を⼀⼈でも多くの⽅に知っていただき、地域社会との共⽣を
⽬指します。そして、アスリートと共にサポーターや地域社会も成⻑できるように、全⼒投球してまいりますので、皆様のご
理解とご協⼒をお願い申し上げ、就任のご挨拶とさせていただきます。

清⾥フィールドバレエを観にきてほしいと皆さんを誘った時、最初は照れていた皆さんが、今ではバレエの評論家より詳しく
バレエを楽しんでくれます。芸術を理解するすごい能⼒を持っていることを知りました。⼈は⽣まれた時から能⼒差があります。

知的障がいは個性です。皆さんの五感で感じることのできる⼒にはいつも驚かされました。そして何よりも⼈間⼒がすごい。素
直で⽬の前の課題に⼀⽣懸命取り組む姿は、これからの⽇本を変えていく⼒になると思います。
素晴らしい時間を共に歩ませていただいて本当にありがとうございました。スタッフの皆さん、⼒不⾜の私を仲間としていつ
も失敗しないように助けてくれたことに感謝いたします。この活動を⽀えてくださる会員の皆様、企業の皆様、皆様の⽀えがこ
の会に関わっている⼈々に笑顔と勇気を与えてくれています。本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願い

いたします。



新副理事⻑・新旧事務局⻑ご挨拶

新事務局⻑ 深澤宏美

スペシャルオリンピックス⽇本・⼭梨を設⽴より今⽇まで、組織運営にかか
わってこられた諸先輩⽅の思いを引き継ぎ、この度、事務局⻑に就任いたしま
した深澤宏美でございます。
２００２年の発起⼈会発⾜以来、多くの皆様の多⼤なるご⽀援により、スペ
シャルオリンピックス⽇本・⼭梨が歩めましたことに、⼼より感謝申し上げま
す。
私は、12年前にスペシャルオリンピックスと出会い、ファミリーの⽴場で運
営にもかかわって参りましたが、事務局⻑という⼤役をいただき、責任の⼤き
さに⾝の引き締まる思いでございます。

前事務局⻑ 中井俊機

スペシャルオリンピックス（SO）との出会いは、2005年（H17年）の冬期世界
⼤会が⻑野県で開催された時に遡ります。関東甲信越の各都県がホストタウンプ
ログラム（HTP）として各国選⼿団を受け⼊れ、地域との交流を図りました。⼭
梨県では県内有志のご家庭がイエメン選⼿団を、そして私が所属していた社会福
祉法⼈緑の⾵がクロアチア選⼿団を受け⼊れました。両国とも内戦・紛争に明け
暮れた厳しい環境の中で育ったアスリートたちでしたが、底抜けに明るくタフ
だった印象があります。
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スペシャルオリンピックスの理念であります、スポーツを通しアスリートが様々な能⼒を⾼め、⾃信と勇気をはぐくみ地域社
会への参加につながり、お互いに理解を深めることで、共に⽣きる社会を⽬指して参ります。スペシャルオリンピックスにかか
わるお⼀⼈お⼀⼈のお⼒が⼤きな⼒となりますよう、⽯坂理事⻑と共に、微⼒ではございますが務めて参りますので、関係各位
のご指導ご鞭撻をお願い申し上げ、就任の挨拶とさせていただきます。

同時期、私が居住する⻑野県原村はHTPとしてニュジーランド選⼿団を受け⼊れ、アルペンスキーヤーの⼀⼈を、ホームステ
イで我が家に迎え⼊れておりました。⽂字通り、公私ともに対応に追われた数⽇間が、SOに関わる原点となりました。翌2006年
にSON・⼭梨が設⽴されて以来15年、多くのボランティアの皆さんによる⽀援や寄付による財政⾯にも⽀えられて、現在では100 
名を超えるアスリートたちが各種スポーツを楽しんでいます。
今、コロナ禍のまっただ中、活動にも種々制約がありますが、今後とも明るく・たくましく・前向きに活動してほしいと願っ
ています。
⻑い間ありがとうございました。

新副理事⻑ 宮城隆
この度、スペシャルオリンピックス⽇本（SON)・⼭梨の副理事⻑に就任しまし
た、宮城隆と申します。

SON・⼭梨は、知的、発達障がいのある⼈の⾃⽴や社会参加を⽬的として、⽇常
的なスポーツプログラム（陸上、競泳、ボウリング、フィギュアスケート、アイス
スケート、⾺術、スキー、フロアホッケー）の他、成果の発表の場としての競技会
を提供する国際的なスポーツ組織です。
私⾃⾝発達障がいの⼦供を持つ親として、特別⽀援学校のPTA活動が発端となり、
様々な活動を通して、知的、発達障がい者・児と関わらせていただきました。その
ような中で、お互いスポーツで汗を流し、⾃⾝の成⻑を実感できる場として、⼜、
承認される場として、このSON・⼭梨を知りました。この組織をもっと社会に知っ
てもらいたいと願い、PRして参ります。

私の⽴場は、理事⻑をはじめアスリートやファミリーの皆さんをお⽀えしていくことと捉え、お役に⽴てさせていただけたら
と思いますし、共⽣社会の実現に向けて、この活動を盛り上げていく所存です。SON・⼭梨をどうぞ宜しくお願い申し上げます。



５

2022年11⽉ 夏季ナショナルゲーム広島 決定

SONより、2022年11⽉夏季ナショナルゲーム広島が開催されるとの発表がありました。SON⼭梨としても、順次各プログラム

を再開してく予定でいます。コロナ禍において1年余りプログラムを休⽌しておりましたので、アスリートの皆様にはすでにお伝

えしております、イベントへの参加から徐々にプログラム参加をお願いいたします。

SON・⼭梨 新組織の概要図

レクリエーション企画
プログラム再開までどのようにプログラムを進めていくか事務局としてはレクリエーションを企画し、去る10⽉25⽇、

11⽉22⽇、4⽉25⽇に富⼠川いきいきスポーツ公園においてラジオ体操、ストレッチ、宝拾い等を⾏いました。当⽇は晴天の下、
アスリートはのびのびと楽しい時間を過ごすことができました。また、スペシャルオリンピックス⽇本が主催したSONオンライ
ンマラソン2020  に参加し、ハイライトムービーにも当⽇の様⼦が掲載されました。
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ＳＰ事務局

会計責任者

ファンドレイジング委員会

広報委員会

バザー委員会

ボランティア委員会

安全管理委員会

スポーツプログラム委員会

新しい組織をスタート
させました。ファミ
リー委員会の活動を本
格化させ、運営体制を
強化して参ります。

プログラムに参加するには会員登録が必要になります



活動紹介 郡内ボウリング

１９年度と同じＳＰ担当者３名とアスリート２０名の参加予定でした。
冬の間にコロナが流⾏。５⽉のＳＰ開始には終息してほしいと願って準備をしていましたが、終息せず２
０２０のＳＰは、年内全て中⽌としました。

１２⽉に少しでもアスリートの為に何か出来ることはないか？との思いで、密にならないようにグループ
分け（①上野原〜⻄桂グループ②富⼠吉⽥〜富⼠河⼝湖グループ）をし、レクリエーションを企画しました
（ウォーキング等）。

夏にはコロナも落ち着いてきたものの、１１⽉後半には再び感染者が増えてレクリエーションは残念なが
ら中⽌としました。その代わりに、クリスマスが近かったこともあり、直接会う事はできませんでしたが、
アスリート同⼠のメッセージ交換をしました。（レクリエーションに参加予定の７名が参加してくれまし
た。）
次年度はコロナが終息しプログラムを再開できることを願っています。

６

2020年 活動報告

レクリエーション企画 メッセージ交換会 (12⽉)

この企画に参加して下さったアスリートのみなさんが、プログラム再開を待っている気持ちが伝わる１２⽉
に⾏ったアスリートのクリスマスメッセージを紹介します。

テーマは次の通りです。

1. みんなで会えないから⾃分の気持ち、他のアスリートに伝えたいこと
2. 今年はどんなクリスマスにしますか？
3. その他（何でも書いてOK）
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団体・個⼈賛助会員と寄付を下さった皆さま
ジット（株）【SOメイト】 緑⾵舎 萌⽊の村(株)

(株) 檜家【SOメイト】 （株）⼭梨中央銀⾏【SOメイト】 (株)テレビ⼭梨 (株)内藤ハウス
⽇本⽣命保険相互会社 ㈱フォネット (株)はくばく 富⼠観光開発(株)

うな吉 (株)エフエム富⼠ NTTクラルティ（株） (株)スギタ建⼯ (株)マルアイ
こどもクリニックぷうやない⼩児科 ⼭梨貨物⾃動⾞(株) 芦澤事務所 池⽥板⾦⼯業所
いち柳ホテル（有） (株)エフエム⼋ヶ岳 河野スポーツ(株) 宏和建設（株） ｷﾞﾌﾄﾗﾝﾄﾞSATO
(株)近藤モータース (有)清⽔書店 ⽩根運送(株) (株)シラネパック (有)匠燃設

第⼀測量(株) (株)中央カンテイ 中部ライフエナジー(株) ドイツハウス堀内組
⽇本⽣命保険相互会社鰍沢営業所 ⽇本連合警備(株) (福)しあわせ会⽩州いずみの家 (有)ハヤカワ

(有)ＦＡＩ 富⼠川町 (株)保険ドリーム 増中teachers (株)望⽉組⼟⽊
(株）ユーティーワイ企画 峡南幼稚園

SOメイト…… ⼀⼝10万円より法⼈賛助⾦を承りSOメイトとして各地区組織をご⽀援いただいた場合には、
地区組織及びスペシャルオリンピックス⽇本両⽅の広報媒体で、ご社名を掲載させていただきます。
2020年及び2021年4⽉までにご寄付をくださった⽅々(前回のニュースレターに掲載の⽅々以降の寄付⾦者です)

※敬称略(ご記載のない⽅は事務局携帯までご連絡ください)

＜賛助⾦・寄付⾦振込先＞
・⼭梨中央銀⾏富⼠⾒⽀店 普通208930 特定⾮営利活動法⼈スペシャルオリンピックス⽇本・⼭梨

（⼭梨中央銀⾏昭和⽀店から富⼠⾒⽀店に変更になりました）
・ゆうちょ銀⾏ 00260-9-114874 スペシャルオリンピックス⽇本・⼭梨
① 正会員・賛助会員 会費 ⼀⼝３千円 何⼝でも
② 企業・団体賛助会員会費 ⼀⼝1万円 何⼝でも

⽇常のプログラム補助、⼤会・競技会参加時や事務局の運営費として、⼤切に使わせていただきます。

⻘野弘明 浅原浩⼆ 芦澤武男 天野とき ⾬宮義⼀ ⾬宮涼平 有賀⽂彦 飯島 幹
飯島⼤智 池川昭⼦ 池⽥ 清 池⽥康⼦ ⽯坂正⼈ ⽯坂江⾥花 井尻真理⼦ ⽯井 泉
⽯原忠勝 ⽯崎友裕 市川正美 ⼊江 薫 ⼊倉るり⼦ ⼊澤侑嗣 上野英司 内⽥和彦
内⽥ 浩 ⼤柴秀明 ⼩川貞男 荻原政彦 ⻑⽥ 仁 ⻑⽥⾹奈 ⻑⽥ 鈴 尾嶋千恵⼦
⼄⿊孝平 ⼩野⽥⼀美 ⼩沼加與 ⼩沼省⼆ ⾓間信夫 ⾓間直⽂ 勝俣 透 勝俣吉⼦
⻲⽥昭夫 川⼿⼀郎 川崎美春 ⽊⼾⼋千代 ⽊村豊⼦ 㓛⼑ 充 ⼩池雅也 ⼩池ひろみ
郷⽥裕正 ⼩林真理⼦ ⼩林典⼦ 古明地将⼈ ⻫藤ゆかり ⻫藤隆敏 酒井軍平 坂本義照
佐久間静⼦ 桜井忠弘 笹本清美 佐野志保 サワグチユウジ 篠嵜秀仁 清⽔圭⼦ 清⽔ 亮
清⽔⼀毅 ⽩須華⼦ 進藤俊輔 進藤 中 神座栄⼈ 末⽊浩⼀ 杉⽥治郎 杉本春美
⾼⽊郁夫 ⾼⽊省加 鷹左右誠 武川拓海 ⽵越久⾼ 武⽥和久 ⽵⽥禎久 堤 英俊
⼿塚義⼈ ⼿塚邦彦 ⼟舘あや 遠⼭ 萌 豊島裕⼆ 内藤恵⼦ 内藤雅之 内藤貴⼤
中井俊機 中井百合⼦ 中井久美⼦ ⻑坂晃⼀ ⻑坂昌⼦ 中島克仁 中嶌良美 中沢友典
中村友⼦ 中込久美 中込さわやか 新埜朝美 野⽥みゆき 橋本修⼆ 畑野快⽃ 花⽥侑美
早川 浩 早川勝義 樋⼝清美 樋⼝真⼸ 平⼭ 充 広瀬啓⼦ 広瀬武志 深澤宏美
藤原政喜 藤本⼀美 藤本将司 藤本和久 舩⽊上次 保坂明彦 保坂新⼀ 星野充俊
本郷隆之 前⽥光代 丸⼭昭彦 丸⼭晃弘 丸⼭裕⼦ ⽔野 明 宮城 隆 宮下裕多
向⼭知孝 武藤春⾹ 村上美恵⼦ 森屋 宏 森⼭⼀幸 ⽮嶋鉄⼆ ⾕⼾⼀美 ⽮内 淳
⽮野利⾹ 横森公⼀ ⼭下政樹 ⽮巻英⼀ 渡辺理恵 渡辺美智代 渡辺茂⼦ 若林 功
渡辺和彦
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～”認定”ＮＰＯ法人に寄付をすると、税制優遇が受けられます！！～
『認定』と付かないと税制優遇が受けられません

☆法人の場合は…特別損金算入限度額扱いとなり、一般のNPO法人への寄付と比べ経費として扱える寄付金の限度額が高くなり
ます。

☆個人の場合は…所得税や住民税を納めている方は、所得税、住民税、相続税の控除を受けられます。
この制度を受けるには確定申告が必要です。会社員の方で年末調整された方も確定申告を行えば、税金の控除
が可能です。SON・山梨の発行する寄付金受領証明書と源泉徴収票＋確定申告書です。

計算方法等詳細については、事務局または最寄りの税務署、税理士に、相続税に関しては、加えて弁護士や信託銀行などに
もご相談下さい。



プログラムに関する問い合わせは事務局
☎080-2055-7410にお願いします

※スポーツのコーチとして

上記のプログラムで、コーチとしてアスリートにス

ポーツを指導してくださる方を募集しています。コーチ

クリニックを受講していただくことによりアスリートへ

の関わり方、指導上のルールなどを学べます。

オリンピック選手を育ててみたいという方、お待ちし

ています!!
※アスリートのサポートとして

運動は苦手という人でも、アスリートのサポート（ス

ケート靴を履かせる手助け、声掛け、見守り等大会・競

技会への同行等）必要な補助をしてくださる方を募集中。

※SON・山梨の運営サポートとして
上記のプログラム運営の補助（準備、受付、会計、連

絡、写真撮影等）。事務局運営の補助（HP制作、ＳＮＳ
での広報、ニュースレターの制作、配布等）、大会・競

技会を企画、運営。バザー品の制作お手伝い。何をすれ

ばいいのか？と迷っている方、一つでもいいのでお手伝

いできる方お願いします。

ボウリング 国中（休止中）

場所 中央市大丸パークレーンズ

日程 毎月第2・第４土曜日

参加費 1000円／担当：藤本 090-4242-1325

競泳 甲斐（休止中）

場所 甲斐市 Kai・遊・パーク

日程 ３月～毎月２回日曜日10時～

☆参加費：100円と施設利用料

担当：深澤 090-1669-8387

ボウリング 郡内（休止中）

場所 都留ファミリーボウル

日程 ５月～ 毎月2回 日曜日10時～

参加費：1000円 ／担当：前田 090-4918-8879

馬術

場所 南アルプス市乗馬センター

日程 毎月１回

参加費：3,000円（１５分レッスン、馬とのふれあい）

・アスリートの安全を第一に、コーチのサポートを受けながら馬術を楽し

んでいます。馬の温かさを感じながら、揺れを身体で受け止めて、アス

リート達も自然と姿勢正しくなり、体幹も鍛えられます。

・新型コロナウィルスの影響を見定めながら開催しています。急な予定

変更の可能性がありますので、必ず事前にお問い合わせください。

担当：中込 090-4434-0643

フロアホッケー（休止中）

障がいの重い人から軽い人まで参加できます。チーム競技でな

くても個人スキル競技で大会に出場可能。

毎月２回日曜日 13時～ 参加費：300円

場所：北杜市明野町体育館又は都留文科大学

担当：内田 080-2271-9202

フィギュア&スピードスケート（休止中）
場所：小瀬アイスアリーナ

冬季毎月２回日曜日早朝～

お試し体験、随時行っています。／担当：中込 090-5400-2368

スキー&スノーボード（休止中）
スキーは小5、スノーボードは中学生以上の

経験者が参加可能です。

シーズンオフ中も問い合わせ受け付けています。

担当：内藤 090-8508-9901

陸上（休止中）

場所：富士川いきいきスポーツ公園

日程：毎月第４日曜午前

参加費：200円

担当：深澤 090-1669-8387

【ご注意】現在、⾺術を除き、コロナウィルス感染防⽌のため活動を休⽌しております。再開の際には、以下の内
容が変更になる場合があります。予めご了承ください。
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（SON・⼭梨は傷害保険に加⼊しています。）


