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緑のまぶしい季節になってきました。みなさん元気にお過ごしでしょうか？
スペシャルオリンピックス日本・熊本では、下記のとおりプログラムを計画しています。
参加希望の方は、 必要事項　　　　　　　の中をご記入の上、ハガキかFAXで、下記申込先へお申し込み下さい。

　   ※　ご確認のうえ期日に遅れないようお申込み下さい。プログラムの途中からの参加はできません。
     ☆ プログラムに参加されるコーチ・アスリートの方は必ず保険の加入をお願いします。(毎年４月更新)
    　　（※保険未加入での参加はできませんので見学をお願いします※）
　　　　また、ボランティアの方についても保険加入をお勧めいたします。※手続は事務局または説明会にて。
　　 ☆説明会は、必ずご参加下さい。
　　　　説明会にもってきていただくもの・・・　写真（スナップ可）。

【荒　尾】　ボウリング 【荒　尾】　ボッチャ 【植　木】　ボッチャ 【人吉】水泳 【宇城】　水泳

期　日 6/11～8/6
（日曜日）

6/11～8/6
（日曜日）全9回

7/2～8/20
（日曜日）全8回

7/16～9/24
（日曜日）全10回

7/16～9/3
（日曜日）全８回

場　所 荒尾パスカワールド 荒尾市東宮内公民館 吉松小学校 B＆G海洋センター 不知火温水プール

時　間 10：00～12:00 13:30～15:30 9：30～11：30 10:00～12:00 10:00～12:00

定　員 なし なし なし なし なし

参加費＋会場
負担金

200円＋400円/1回 200円＋0円/1回 200円＋0円/1回
200円/1回＋負担金

※
200円＋200円/1回

説明会
5/26(金）19：00～
荒尾市ふれあい福祉セ

ンター

5/26(金）19：00～
荒尾市ふれあい福祉セ

ンター

6/17(土）18：30～
かがやき館

随時
プログラム初日

申込締切 5/19(金） 5/19(金） 6/10（土） 随時 7/9（日）

申込み先
田島　千尋

荒尾市宮内785
FAX(0968)63-0388

田島　千尋
荒尾市宮内785

FAX(0968)63-0388

緒方初美
北区植木町今藤293
FAX096-272-4505

一般社団法人ストレングス
球磨郡あさぎり町上西222-

2
strength1020@gmail.com

松岡喜美子
宇城市松橋町曲野2449-1
FAX　0964-33-6487

ﾁｰﾌｺｰﾁ 品川　淳一 田島　光枝 竹本　尚代 有馬　理奈 水野　浩章

マネージャー 0 0 0 生田　由美子 0

ｺｰﾁﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ プログラム初日 プログラム初日 プログラム初日 プログラム初日 プログラム初日

開
　
催
　
予
　
定
　
プ
　
ロ
　
グ
　
ラ
　
ム

【認定特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・熊本】                                                  2017年 

〈アスリートの方〉  1．希望プログラム名  2．氏名（ふりがな）  3．年齢（学年） 4．性別  

                                  5.住所・電話番号  6．同意書の有無   7. メディカルチェックの有無   

                                  8.同プログラム参加経験の有無    9これまで経験のあるプログラム     

                                  10.保険加入の有無  11.会員・賛助会員・非会員の別  

〈コーチの方〉    1．希望プログラム名  2．氏名（ふりがな）  3．住所・電話番号    4. 会員・賛助会員・非会員の別 

 今号の10ページに記載しておりますように、臨時総会の承認により、参加費２００円

と会場費の７割を支払うことが決定されましたので、概算を掲載しております。 

 詳しくは、説明会で提示されます。 

※人吉水泳の会場費負担金は、チーフコーチにお尋ねください。 

問い合わせ先 事務局 

          スポーツ委員長 大塚 淳子 

　３
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現在開催中および開催予定のプログラム

【ブランチ】プログラム名 開催日 会場 時間

【玉　名】　水泳 3/26～5/28 （日曜日）全8回 長洲B＆Gプール 13：30～15:30

【植　木】　水泳 4/1～6/24 （土曜日）全8回 植木町かがやき館 16:00～18:00

【小　国】　フロアホッケー 1/15～ 第2日曜日 通年実施 小国支援学校　体育館 10:00～12:00

【人　吉】　ゴルフ 2/26～11/26 通年実施　全１５回 熊本クラウンゴルフ倶楽部 10:00～12:00

【人　吉】　サッカー 3/19～11/12 （日曜日）全9回 高山グラウンド 10:00～12:00

【人　吉】　バスケットボール 2/25～11/24 （金・土曜日）全9回
金曜：錦町勤労者体育館

　土曜：旧深田中学校体育館
（金）19:00～21:00
（土）13:３0～15:00

【人　吉】　フロアーホッケー
2/26～11/19

（日曜日）全9回
旧深田中学校体育館 10:00～12:00

【人　吉】　陸上 2/26～11/19 （日曜日）全9回 深田小学校グラウンド 8:00～10:00

【水　俣】　バドミントン 3/12～6/25 （日曜日）全8回 水俣市総合体育館他 10:00～12:00

【荒　尾】　バレーボール 5/10～7/5 （水曜日）全9回 荒尾支援学校 18：30～20:30

【玉　名】　卓球 4/1～5/27 （土曜日）
玉名市勤労者体育センター/横島町

ゆとりーむ
10：00～12:00

【熊　本】　ゴルフ② 5/7～6/25 （日曜日）全8回 サンバレーゴルフプラザ 8：30～9:30

※【熊　本】　水泳（熊本）
5/7～7/16（日曜日）

アクアドーム 14:00～16:00

【熊　本】　水泳（長嶺） 5/13～7/1 （土曜日）全8回 ながみねファミリーYMCA 未定

【熊　本】　体操 5/14,28 6/11,25 7/9,23 （日曜日）全6回 熊本市立総合体育館（小体育館） 10：00～12:00

【熊　本】　卓球 4/2～5/28 （日曜日） 未定 10：00～12:00

【熊　本】　バドミントン 4/1～5/27 （土曜日）全8回 長嶺中学校体育館 19：30～21:00

【熊　本】　サッカー 4/15～7/1 （土曜日）全10回 熊本大学教育学部附属特別支援学校 10：30～12:30

【熊　本】　ユニファイドサッカー 4/15～7/1 （土曜日）全10回 熊本大学教育学部附属特別支援学校 8：30～10:30

【熊　本】　自転車 4/9～11/26 （日曜日） 熊本競輪場 10：00～12:00

【熊　本】　馬術 4/9～10/22 （日曜日） 夢☆大地グリーンバレー 15:00～17:00

【御　船】　水泳 5/13～7/1 （土曜日）全8回 御船スポーツセンタープール 18:00～20:00

【八　代】　水泳 4/2～5/28 （日曜日）全8回 ミキ・21スイミングスクール 10：00～12:00

【水　俣】　水泳 4/23～11/26 （日曜日）全8回 水俣市総合体育館温水プール 10：00～12:00

【水　俣】　陸上 4/9～11/12 （日曜日）全8回 エコパーク水俣陸上競技場 10：00～12:00

※【宇　城】　ボウリング 5/13～7/1 （土曜日）全8回 松橋ボウリング場 10：00～12:00

【熊　本】　ボウリング② 5/13～7/1 （土曜日）全8回 水前寺スターレーン 19:00～21:00

※宇城のボウリングの日程が変更になっています。また参加費と負担金合せて５５０円です。

　　　　　　　　　　※水泳（熊本）の日程及び場所が変更になっています。

 ４
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