新規法人会員企業様訪問
昨年 2012 ロンドンパラリンピック報告会を
きっかけに、株式会社ゾーン様、株式会社エ
フ・ジェイ ホテルズ様が法人会員としてご加入
いただきました。ゾーン様では、講演会でも社
員の皆様へ想いをお伝えすることができまし
た。またエフ・ジェイ ホテルズ様は報告会当日、
スタッフの皆様の影ながらの応援で盛況に終え
ることができました。私たちも、これから仕事
も競技も良い結果でお返しができるよう決意を
新たに、次の目標に向けて頑張ります！

株式会社ゾーン様

C's Athlete メンバー紹介

株式会社エフ・ジェイ ホテルズ様

主たるメンバーはパラリンピックのメダリストたちです。

2013 東京マラソン

副島、
優勝を掴む！
！
工藤 力也

C's Athlete リーダー

ゴールボール選手

副島 正純
車いす陸上選手

1981 年 福岡県生まれ
19 才でレーベル病になり視力低下
麻生セメント株式会社社員

会員入会のご案内

1970 年 長崎県生まれ
23 才のとき家業の事故で車いす生活となる

小宮 正江

浦田 理恵

草野 剛

ゴールボール選手

ゴールボール選手

ヘルスキーパー

1977 年 熊本県生まれ
20 才で「網膜色素変性症」を発症

1983 年 長崎県生まれ

1975 年 福岡県生まれ

小学生のとき「網膜色素変性症」を発症
株式会社アソウ・ヒューマニーセンター社員

株式会社アソウ・ヒューマニーセンター社員

1 年ぶりの栄光。長かった勝利への道。

先天性「網膜色素変性症」
株式会社アソウ・ヒューマニーセンター社員

総合メディカル株式会社社員

シーズアスリートではみなさまのご支援をお待ちしております。

会 費

特別会員

法人会員

個人会員

障がい者スポーツ選手雇用の上、
本センターへ出向及び運営費として年間 60 万円

年会費 36 万円（3 万×12 ヶ月）

年会費 1 万円

1. 会報誌「Record」の進呈

関連イベントご案内及びご招待

2. 社員の福利厚生として理療の割引利用

法人会員

1. 会報誌「Record」の進呈

個人会員

特別会員

会員サービス

1. 会報誌「Record」の進呈

関連イベントご案内及びご招待

2. 30分理療の利用（10 回× 12 ヶ月）
もしくは無料講演会開催（原則 1 回）

関連イベントご案内及びご招待

2. ヘルスキーパー 30 分無料券
（1,000 円分）2 枚
3. ヘルスキーパー利用 30 分
1,000 円（利用回数制限なし）

会員ご入会（更新含む）の方にはサポー
トグッズ（会員特典）を差し上げます。
会費は全てシーズアスリートの運営費
及び遠征費に使用させていただきます。

会員企業紹介
特別会員企業

株式会社ジェイ・エス・エル

株式会社システムプラネット

協力会社

総合メディカル株式会社

株式会社増屋

医療法人八女発心会 姫野病院

麻生セメント株式会社

株式会社麻生

中村産業株式会社

株式会社博報堂 九州支社

麻生教育サービス株式会社

有限会社スタジオクリエイションプラン
代表 手島雅弘

エフコープ生活協同組合

株式会社リロケーション・インターナショナル

株式会社ゾーン

株式会社アソウ・アルファ

株式会社キシヤ

株式会社エフ・ジェイ ホテルズ

株式会社ユニバースクリエイト

医療法人 博愛会

新日本製薬株式会社

株式会社福利厚生倶楽部九州

正晃株式会社

学校法人博多学園

株式会社マイマイ

株式会社アトル

株式会社宣翔物産

株式会社アステム

株式会社翔薬

学校法人麻生塾麻生専門学校グループ

山下医科器械株式会社

麻生健康保険組合

九州東邦株式会社

高杉製薬株式会社

株式会社アリックス

株式会社キューデンインフォコム

株式会社エルゼ

株式会社リラックス・コミュニケーションズ

タイシ株式会社

株式会社ファミリー

株式会社久原本家

日本電算システム株式会社

株式会社タケノ

株式会社アソウ・アカウンティングサービス

株式会社カステラ本家 砂屋

株式会社アソウ・システムソリューション

株式会社ヒューマンテクノシステム

2012 年度新規会員企業

法人会員企業
西部ガス株式会社
西日本鉄道株式会社
株式会社福岡銀行
学校法人専修学校コンピュータ教育学院
学校法人大村文化学園
九州電力株式会社
株式会社サンマーク
麻生商事株式会社

フォーシーズ株式会社

TEL 092-711-1800 FAX 092-752-0525
http://athlete.ahc-net.co.jp/

シーズアスリート

検索

会員入会・グッズ購入はこちら！
！

国内外の大会に同行し、記録写真を撮影していただ
いています。

有限会社サポート（トレーナールーム天神）
代表 突田尚男
C'sAthlete のオフィシャル治療院です
（専属トレーナー）
。
株式会社カウテレビジョン
代表取締役 高橋康徳
北京パラリンピック壮行会で上映したビデオを撮影
していただきました。

写真場 オバル 小原 亮
ゴールボール大会や合宿を撮影していただいています。

加圧リハ・トレーニングスタジオ HDL
C'sAthlete に物品を提供いただいています。

問合せ先：障がい者スポーツ選手雇用センター「C's Athlete」事務局
福岡市中央区天神 2-8-41 福岡朝日会館 12 階
（株）アソウ・ヒューマニーセンター内 担当：工藤／竹内

レポート
2013 東京マラソン
2013 モントリオール オープン
ゴールボール トーナメント
岐阜ゴールボール大会
株式会社ゾーン講演会
九州産業大学講演会
西警察署ゴールボール
西日本スポーツ賞受賞

WHEELCHAIR
車いす陸上

2013 東京マラソン

今年よりワールドマラソンメジャーズに加入

本選手が少し遅れ、洞ノ上選手と 2 人にな

風に前輪を流され、何度も中央分離帯に

した、東京マラソンで 2 年ぶり5 度目の優

りました。5 キロ辺りで洞ノ上選手のウエア

接触しましたが、優勝を転倒で逃さぬよう

勝を獲得しました。昨年は怪我に悩まさ

が脱げ、ハンドリムに巻きつき、凄い音と

に気を張って走った 42キロでした。一番は

れ、一勝もできませんでしたので、2011年

共に急停車。そこからは一人旅でした。走

11月の NYシティマラソン以来、1 年 3 ヵ月

行中はビルの隙間から吹きつける強い横

最高です。
この勢いで今年は走り抜けます。
（副島 正純）

ぶりの勝利です。真っ暗な長いトンネルか
ら、
やっと陽のあたる場所へ脱出し、嬉しさ
とホッとした両方が混ざった気分です。当日
は晴天でしたが気温は低く強風でした。ス

TALK&LEARNING
講演会

株式会社ゾーン講演会（法人企業へ加入）

ロンドンパラリンピック報告会でご縁をい
ただき、社員研修での講演の機会をいた
だきました。
当日は元気な挨拶でお迎えいただき、研修
室は笑顔いっぱいの居心地のいい空間が。
その心遣いに、皆さんのおもてなしの心
意気を感じました。
今できることは何かと考え、動いていらっ

しゃること、名物お菓子の販売促進や
清掃活動にも積極的で感動しました。最
も感動したのがゾーン様のテーマソングで
す。
（ホームページで聞けます。
）
覚えやすく、
つい口ずさんでしまう元気が出る曲です。
すっかりファンになりました。私たちも、
福岡・九州からもっと笑顔と元気を発信
できるようがんばります！（浦田 理恵）

九州産業大学講演会

タートから向かい風、色々と悩みましたが
やはりスタートから先頭に出ました。
予想通

2/16、母校の九州産業大学にて講演を行いました。
在校生、卒業生など約 400 人を対象に話をさせていただき、

り副島、洞ノ上、山本の福岡の 3 名で先頭
を形成。3 キロ辺りの靖国通りの下りで山

握手会では皆さんの生の声を聞くことができました。この
講演会を聞いていただいた方が、自らの可能性を信じて何
かにチャレンジするきっかけになれば嬉しいです。
当日のゲストは、同じく卒業生で石垣島を中心に音楽活動
を行っている きいやま商店 、九州プロレスで活躍中の筑
前りょう太さん・めんたい☆キッドさんで、ライブやトーク、
パフォーマンスと盛りだくさんでした。各方面で活躍する卒
業生と会う機会をいただき、非常に刺激をいただきました。
（小宮 正江）

GOALBALL
ゴールボール

2013 モントリオール オープン ゴールボール トーナメント
1/25 〜 27 にカナダ、 モントリオール
にて開 催された今 大 会。女子参加は 8
チームでした。時差は14 時間、マイナス
20℃の世界に不安でしたが、室内は暖か
く快適でした。今回は普段ウィングの私
がセンターを体験し、今までセンターの
浦田選手の声やコーチの声でウィングが
動いていたと気づきました。自分たちで流
れを変えること、勝負どころで決めきれ
ないことに今後の課題と、一緒にプレー
する選手・コーチの偉大さを知りました。
目標の優勝ができ、負け試合がなかった
ことは今後の自信になります。これまで
やってきた日本の戦い方の大切さを改め
て感じました。大会に出場できたことに
感謝します。
（小宮 正江）

岐阜ゴールボール大会
2/10・11 に開催された今大会では私より

ワークで優勝することができました。

若い選手達とチームを組み出場しました。

コートの中では息が合うのを実感し、ベ

個々の持っている最大のパフォーマンス

ンチとも一体感があり楽しかったです。

を出し切り、チーム力で優勝することを

勝ってこのチームで喜びを分かち合いた

目指しました。

い！ そのために自分がチームに役立てた

そのために『試合に向けての心身のコン

ことがうれしかったです。

ディショニング』
『試合後の体のケア』

心 身 の 準 備をすることで 最 大 限 のパ

『チームとしての戦略』を特に意識しまし

フォーマンスが発揮できること、仲間を尊

た。結果、予選を全勝で一位通過でき、

重することの大切さを改めて実感できた

準決勝・決勝と他のチームに勝るチーム

大会となりました。
（工藤 力也）

西警察署ゴールボール
昨年末に一日警察署長を任命いただいたご縁で、バレンタ
インデーに再びお会いすることができました。署員の皆さ
んへ講演会とゴールボール体験を通じて、チームワークや
目標を持つ大切さをお伝えすると共に、視覚障がい者へ
の介助についてもお話しました。特にゴールボール体験は、
男女共に肉体的にも精神的にも洗練された方々との試合
で、私たちも本気で参戦し白熱しました。署長自ら試合に
参加いただく場面もあり、署員の皆さんのコミュニケーショ
ンのとれたチームワークを感じました。試合終盤には、
もっ
と投げ込んでもらいたいと感動したほどです。いつも市民
のために体をはってご尽力いただいている皆さんと、身近
に接する貴重な機会をいただきました。これからも安全で
住みやすい町、福岡をよろしくお願いします！（浦田 理恵）

AWARD
受賞

西日本スポーツ賞受賞

1/26 に西日本 新 聞 社 主催の歴 史ある

カーやバスケットボールといった、同じ

すばらしい賞をいただきました。延岡学

チームスポーツの監 督・コーチの方々

園バスケットボール 部、鵬 翔高 校サッ

のお話も聞くことができ、大変貴重な

カー 部、WBC 日本代 表 にも選ばれた

経 験をさせていただきました。 どの競

ソフトバンクホークスの摂 津 投手とと

技においても信頼関係はかかせませんね。

もに受賞させていただき、その後トーク

いただいた賞を励みに、よりいっそう精

ショーも参加させていただきました。サッ

進してまいります。
（浦田 理恵）

