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世界大会に行けることになってと

てもうれしいです。世界中の人と友

達になって、大会で思いきり走れる

ように、トレーニング頑張ります！ 

 吉田 彩                              

今回の冬季世界大会は 2017 年 3 月 14 日～3 月 25 日にかけて冬季競技の盛んなオーストリア グラ

ーツ・ シュラートミング・ラムサウ・ローアモース で開催されます。本大会には 110 ヵ国から約 4,000

人以上の選手団が参加し、3,000 人以上のボランティアが大会を支えます。SO 日本選手団のメンバーは

2016 年 2 月の「第６回スペシャルオリンピックス日本冬季ナショナルゲーム・新潟」に参加した 31 都道

府県 943 人（内アスリート 614 人）の選手団から選考され、7 競技に 74 名（アスリート 54 名、役員・コ

ーチ等 20 名）を派遣いたします。熊本からはスノーシューイングに 2 名が参加します。 

世界に挑戦する 74 名のスペシャルオリンピックス日本選手団に皆様の温かい応援をお願いいたします！ 

本年度の SON・熊本地区大会の合同開会式を 10 月 29 日（土）に開催いたします。 

今年の地区大会は 10 月 23 日(日)から 11 月 27 日（日）にわたり、荒尾と水俣の 2 地区で開催します。 

4 月に大きな地震に見舞われ、十分なプログラム活動が出来なかった地区もあると思いますが、日頃の

プログラムの成果を発表するいい機会ですのでふるってご参加ください。詳細は別紙綴をご覧ください。 

※今回の地区大会は「平成 28 年熊本地震における支援事業」として日本財団の助成対象に決定しました。 

http://www.nippon-foundation.or.jp/ 

練習はきついけどがんばって大会

で１位のメダルをとりたいです。た

くさんの友だちをつくり仲よしに

なりたいです。 

緒方 愛  

地区大会テーマ 

10/10(月) ボランティア説明会   10/23(日) ボウリング 

10/29(土) 開会式         10/30(日) ボッチャ・バレーボール・水泳 

11/ 6(日) 馬術           11/23(水) テニス・卓球 

11/27(日) 陸上・サッカー 

印刷は富士ゼロックス熊本㈱様のご協力を頂きました 
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ファミリー＆ボランティア向け  ＳＯ研修会 

  

 

 

 

6月 26日熊本日日新聞社１F会議室で【2016年度第一回 SO研修会】が行われました。アスリート
の上嶋優希さんと上嶋亜斗夢さんがファミリーの浜崎三郎さんと共に司会を担当しました。 
ゼネラルオリエンテーションでは、山本英史 SOナショナルトレーナーが、じゃんけんやグループ発

表も交えながら SOの理念と活動について、分かりやすくお話してくださいました。後半は石井美代子
理事より SON・熊本の運営と現状、プログラム参加費の受益者負担について説明があり、参加者から
は多くの質問が出ていました。 
今回の研修会には、SO日本事務局長の金原美佳さんと SO日本のスタッフ中島圭介さんが参加され

ていて、熊本地震復興支援活動ついての時期や内容など問いかけがありました。アスリートたちは思い
思いに行きたい場所として天草の温泉や荒尾のグリーンランドなどの意見を出し合っていました。 

 

新潟県南魚沼市立北辰小学校より 

    南魚沼産コシヒカリ 60キロ届きました！ 

 2 月に行われた冬季ＳＯ全国大会でスノーシューイング会

場になった南魚沼市の北辰小学校の皆さんから１ｋｇ入りの

米袋６０袋と、支援金が送られてきました。米袋には児童一

人一人からの素敵なメーッセージカードもついていました。

大会当時もたくさんのおもてなしをうけており、とても嬉し

い贈り物でした。 

チャリティー茶会 贈呈式 

 

8月 19日に再び研修会が行われます。今回参加されなかったファミリーの皆さん、ご参加をよろ
しくお願いします。意見を交換しながら、より良い SON・熊本にしていきましょう！ 

卓球＆バレーボール 

コーチクリニック@荒尾 

 60 名以上の参加者がゼネラルオリエン

テーションなどの講義や実技を受講しま

した。福岡、京都からトレーナーに来てい

ただき、実り多き 1日となりました。お疲

れ様でした。 

SON・山口より 
 

 

5 月に予定されていたお茶会が震
災のため、本年度は中止になりまし
たが、前売りのチケットを買ってい
ただいた方からの温かいお金を寄付
いただきました。大切に使いたいと
思います。ありがとうございました。 

SON・長野 軽井沢支部より 

熊本からは児童の皆さん

にサンキューカードを送

りました。 

皆さまからの

寄せ書きと寄付

金をいただきま

した。ゴールデ

ンウィークに街

頭で集めていた

だいたそうで

す。感謝！！ 

 

 

9/25 のボッチャ大

会へお声かけいただ

き、参加予定です。他

にもたくさんの地区

大会への参加お誘い

をいただいています。 

あたたかいご支援

に感謝いたします。 
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　毎日暑い日が続いておりますが、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、下にある必要事項をご記入の上、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】　テニス 【荒　尾】　陸上 【宇　城】　フライングディスク 【熊　本】　ゴルフ 【熊　本】　水泳（長嶺YMCA）

期　日
9/4 ,11 ,18 ,22

10/2 ,10  11/13 ,20
（日曜日及び祝日）全8回

9/17～11/12　(土曜
日）全８回

10/9～11/27　(日曜
日）全８回

9/4～10/23　(日曜
日）全８回

9/3～10/29　(9/17休
み）　(土曜日）全８回

場　所 荒尾市営テニスコート 荒尾市陸上競技場
サンアビリティ―ズグラ

ウンド
サンバレーゴルフ練習場 ながみねファミリーYMCA

時　間 10:00～12:00 15:00～17:00 10:00～12:00 8:30～9:30 16:15～18:00

定　員 なし なし なし なし 20名

説明会
8/26(金)19：00～

荒尾ふれあい福祉セン
ター

8/26(金)19：00～
荒尾ふれあい福祉セン

ター

10/9(日)10：00～
サンアビリティ―ズグラ

ウンド

9/4(日)8：30～
サンバレーゴルフ練習場

8/27(土)10：00～
SO事務局

申込締切 8/19（金） 8/19（金） 10/4（火） 8/28（日） 8/19（金）締切厳守

申込み先
田島　千尋　宛
荒尾市宮内785

FAX(0968)63-0388

田島　千尋　宛
荒尾市宮内785

FAX(0968)63-0388

松岡　喜美子　宛
宇城市松橋町曲野

2449-1
FAX(0964)33-6487

境　忠利
080-1705-5105

SON・熊本事務局
熊本市中央区千葉城町

5-50
熊本メディアビル４F

FAX（096）288-2782

ﾁｰﾌｺｰﾁ 池邊　由美子
大野　佳奈美
鎌田　のり子

岩野　慶一 境　忠利 浜崎　三郎

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 0 0 0 藤本　恵美子 浜崎　智子

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

【熊　本】　卓球 【熊　本】　バドミントン 【熊　本】　ボウリング
【熊　本】　ユニファイド

サッカー
【熊　本】　サッカー

期　日 9/11～11/20　(日曜日）
全８回

9/3～10/29　(土曜
日）全８回

8/27～10/15　(土曜
日）全8回

9/17～12/3　(土曜
日）全9回

9/17～12/3　(土曜日）全
9回

場　所 未定 長嶺中体育館 水前寺スターレーン 熊大附属特別支援学校 熊大附属特別支援学校

時　間 未定 19:30～21:00 19:00～21:00 8:30～10:00 10:30～12:00

定　員 18名 なし なし なし なし

説明会 9/10(土)19：00～
SO事務局

9/3(土)19：30～
長嶺中体育館

8/24(水)19：00～
SO事務局

9/3(土)14：00～
SO事務局

9/3(土)14：00～
SO事務局

申込締切 8/31（(水) 8/26（金） 8/20（土） 8/27（土） 8/27（土）

申込み先

SON・熊本事務局
熊本市中央区千葉城町

5-50
熊本メディアビル４F

FAX（096）288-2782

SON・熊本事務局
熊本市中央区千葉城町

5-50
熊本メディアビル４F

FAX（096）288-2782

SON・熊本事務局
熊本市中央区千葉城町

5-50
熊本メディアビル４F

FAX（096）288-2782

SON・熊本事務局
熊本市中央区千葉城町

5-50
熊本メディアビル４F

FAX（096）288-2782

SON・熊本事務局
熊本市中央区千葉城町

5-50
熊本メディアビル４F

FAX（096）288-2782

ﾁｰﾌｺｰﾁ 内藤　邦子 山野　秀勝 吉田　祐一 永井　崇雄 永井　崇雄

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 0 0 0 0 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

＜裏に続く＞

開
　
催
　
予
　
定
　
プ
　
ロ
　
グ
　
ラ
　
ム

〈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

【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】                                                  2016年          
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【熊　本】　陸上
【御　船】　フライング

ディスク

期　日 9/25～11/20 　(日
曜日）全８回

10/8～12/3　(土曜
日）全8回

場　所 パークドーム周辺
御船町立御船小学校体

育館

時　間 10:00～12:00 18:00～20:00

定　員 なし なし

説明会 9/25(日)9：30～
パークドーム周辺

10/8(土)18：00～
御船町立御船小学校体

育館

申込締切 9/10（土） 10/1（土）

申込み先

SON・熊本事務局
熊本市中央区千葉城

町5-50
熊本メディアビル４F
FAX（096）288-

2782

川上愛子　宛
御船町滝川1860-3

FAX(096)282-2654

ﾁｰﾌｺｰﾁ 土田　誠也 山下　律子

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 0 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

＜下に続く＞

【玉　名】　卓球 【八　代】　陸上 期　　間 時間

期　日 9/3～11/12　(土曜
日）全8回

10/2～11/27　(日曜
日）全８回

6/26～8/28 （日曜日）全9回 10:00～12:00

場　所 玉名勤労者体育セン
ター

八代県南陸上競技場
雨天時：サン・ライフ八代

体育館
7/17～9/4 （日曜日）全8回 10:00～12:00

時　間 10:00～12:00 10:00～12:00 4/10～10/23 （日曜日）全14回 15：00～17：00

定　員 なし なし 7/16～9/10 （土曜日） 18：00～20：00

1/10～ 第2日曜日 通年実施 10:00～12:00

7/3～8/21 （日曜日）全8回 9:30～11:30

申込締切 8/19（金） 10/2(日) 6/19～9/25 （日曜日）全12回 10:00～12:00

7/17～9/25 （日曜日）全9回 10：00～12：00

1/30～12/24 （土曜日）全23回 10:00～12:00

ﾁｰﾌｺｰﾁ 内藤　邦子 松本　朗 1/31～12/18 （日曜日）全10回 10:00～12:00

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 0 0 1/23～12/17 （土曜日）全10回 10:00～12:00

ｺｰﾁﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ プログラム初日
10/2(日)9:30

八代県南陸上競技場
3/20～12/18 （日曜日）全8回 8：00～10：00

4/24～11月 （第4日曜日）全8回 10：00～12：00

3/13～11月 （第２日曜日）全9回 10：00～12：00

説明会

申込み先

小国支援学校　体育館

吉松小学校

八代サンライフ

あさぎり町B&G海洋プール

あさぎり町高山体育館

8/26(金)19：00～
荒尾ふれあい福祉セ

ンター

宮　貴美代　宛
玉名市山田367
FAX(0968)72-

4844

10/2(日)9：30～
八代県南陸上競技場

松本朗　宛
八代市田中東町7-11-2
FAX(0965)33-3202

tomoko1959@lib.bbiq.jp

【植　木】　陸上

9/4～11/13　(日曜日）
全11回

吉松小学校

9:30～11::30

なし

0

水俣市総合体育館温水プール

エコパーク水俣　陸上競技場

プログラム初日

会場

パスカワールド荒尾

不知火温水プール

夢☆大地グリーンバレー

御船町立御船小学校体育館

旧免田中学校体育館

一般社団法人ストレングス

旧免田中学校グラウンド

【熊　本】　自転車

8/21,28　9/11,18
10/16

（日曜日）全5回

熊本競輪場

10:00～12:00

なし

プログラム初日

現在開催中のプログラム

【荒　尾】　ボウリング

プログラム初日

後日連絡

8/14（日）

SON・熊本事務局
熊本市中央区千葉城町5-

50
熊本メディアビル４F

FAX（096）288-2782

明瀬　敬二

0

8/27(土)19：00～
植木文化センター研修室

8/24（水）

緒方初美　宛
北区植木町今藤293

FAX096-272-4505

中島　裕一郎

10/8(土)18：00～
御船町立御船小学校

体育館

10/1（土）

川上愛子　宛
御船町滝川1860-3

FAX(096)282-
2654

【人　吉】　陸上

【水　俣】　水泳

【水　俣】　陸上

【ブランチ】種目

【八　代】　バドミントン

【人　吉】　水泳

【人　吉】　バスケットボール

【人　吉】　フロアホッケー　　

【人　吉】　ヤングアスリートプログラム　

【宇　城】　水泳

【熊　本】　馬術

【御　船】　ボッチャ

【小　国】　フロアホッケー

【植　木】　ボッチャ

江口　次朗

0

【御　船】　バレーボー
ル

10/8～12/3　(土曜
日）全8回

御船町立御船小学校
体育館

18:00～20:00

なし

※スポーツプログラムの変更や連絡などについては、随時SON・熊本のホームページに記載していきます。 

http://www.son-kumamoto.jp/  ※参加費については、説明会時にご説明いたします。 
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         スペシャルオリンピックス日本・熊本 

SO研修会 2016－Ⅱのご案内 
                

～SOの理念や活動を共有し伝えていくために～ 

  

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 SOの理念を知って頂き、多くの皆さんと活動を共にして行くために、今年度 2回目となる研修会を開催

します。SON・熊本の現状報告や、会費、スポーツプログラムの参加費などについて皆さんと話し合いた

いと思います。 

 すでに活動されている方、これから参加してみたい方、SOについて知りたい方などどなたでも参加でき

ます。参加ご希望の方は 8月 17日までにお申し込みください。 

皆さまのご参加をお待ちしています。 

 

☆日 時 2016年 8月 19日（金） １）14：00～15：30 

                         ２）18：00～19：30 

☆場  所 SON・熊本事務局 

☆内  容   １）ボランティア委員長挨拶 

              ２）ゼネラルオリエンテーション 

                ＊SOの歴史・特徴・活動について 

              ３）SON熊本の運営と現況について 

              ４）スポーツプログラムの受益者負担について 

              ５）質疑応答 

              ６）特定非営利活動 

 

        SO研修会 2016 ―Ⅱ 参加申込書    FAX：096－288－2782 

＊該当する方に✓をお願いします  

8月 19日の SO研修会に参加します。    □ 14:00～     □ 18:00～ 

ご氏名                       □ 一般ボランティア  □ ファミリー 

                                   

ご住所 〒       

                                            

 

ご連絡先（日常連絡のつく電話番号）                 
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                  チャリティー公演会 

 「心魂（こころだま）」プロジェクト 

       『生きる喜び』を表現することを通して共有する・・ 

 素晴らしいパフォーマンス集団「心魂」の皆さんが、熊本に元気を届けに来られます！ 

アスリートの皆さんと心魂のアーティストが一緒になって、暑い熊本で熱く盛り上がり、楽しい

ひとときを過ごしましょう！！ 多くの皆さまのご来場をお待ちしています。 

 尚、参加費は SON・熊本地区大会のために使わせて頂きます。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

《プロフィール》 

「心魂（こころだま）」プロジェクトは、『生きる喜び』を『表現することを通して共有する』という理念のもとに、劇団四

季でメインキャストとして活動していたミュージカル俳優をはじめ、ミュージカル・映像音楽の作曲者、演出家、指揮

者、振付師、ヨガインストラクター、武術家、舞台監督などそれぞれの分野で活躍してきた多種多彩なアーティスト、

パフォーマーが集った団体です。出来るだけ無償で病院や被災地の子ども達の元へ伺い、「ライブ」「絵本ミュージカ

ルの上演」「ワークショップ」などの活動をおこなっています。 

           

 

 

 

 

 

      

～～～～～～～～ 申 し 込 み 書 ～～～～～  FAX : ０９６－２８８－２７８２ 

『 心 魂 』プロジェクト公演会に参加します。 

名前          TEL          （アスリート・ファミリー・一般） 

名前          TEL          （アスリート・ファミリー・一般） 

名前          TEL          （アスリート・ファミリー・一般） 

日 時     平成２８年８月２１日（日）  13時半～15時 

場 所     慈愛園パウラスホーム 

参加費      1000 円  ☆ＳＯＮ・熊本地区大会の費用資金☆ 

           ＊アスリートは、無 料 

連絡先     SON・熊本 事務局 ０９６－２８８－２７８１ 

               担当：竹屋（０８０－５２４０－７７７３） 
 
 



QSK（らぽーる）         1997年 9月 18日第三種郵便物承認 通巻 5782号  2016年 8月 9日発行（日刊） 

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 

〒860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 熊本ﾒﾃﾞｨｱﾋﾞﾙ 4F 

TEL/096-288-2781 FAX/096-288-2782 E-mail/so-nkuma@ceres.ocn.ne.jp 
7 

スペシャルオリンピックス日本・熊本 
バドミントン／水泳競技コーチクリニック開催のご案内 

 

梅雨明けの候、皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。さてこの度、スペシャルオ

リンピックス日本・熊本にて、下記のとおりコーチクリニックを開催しますのでご案内いたし

ます。 

＜実施日＞  平成 28 年 8 月 28 日（日） 

＜会 場＞  水俣市総合体育館（小アリーナ・温水プール・会議室）               

       〒867-0000 

       水俣市中央公園一番地 

            ℡：0966-63-3339  fax:0966-63-9333 

＜参加費＞  資料代 300 円 

 

＜スケジュール＞ 平成 28 年 8 月 28 日（日） 

            9：00～09：20 集合・受付 

            9：20～09：30 開会宣言・トレーナー紹介・注意事項 

            9：30～10：30 競技座学（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・水泳同時進行） 

           10：30～10：50 休憩･着替え（水泳） 

           10：50～12：20 競技実技（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・水泳同時進行） 

           12：20～12：40 質疑応答・修了証授与（競技のみの方） 

 

           12：40～13：40 休憩・昼食・着替え 

 

           13：40～14：00 集合・受付 

           14：00～15：30 ゼネラルオリエンテーション 

           15：30～15：40 休憩 

           15：40～16：40 アスリート理解 

           16：40～17：00 質疑応答・修了証授与・閉会宣言 

           17：00     撤収   

           

＜講師＞  競技（座学・実技）  未定 

      GO・A        未定 

 

＜持ち物＞ 各競技にふさわしい服装、体育館シューズ、水着、飲み物、筆記用具等 

＜問い合わせ・申込＞ 下記の申込書に記入し、事務局へメールまたはＦＡＸして下さい。 

 

＜申込み期限＞ 2016 年 8 月 22 日（月）厳守 
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会場近辺地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

参加申込用紙 

 

□ GO・A   □ バドミントン  □水泳  （参加する項目に✓） 

 

地区名：     名前：         （ 男・女 ） 年齢   歳   

 

住 所：〒                      

 

                       TEL：         

 

 

弁当の手配を致します。 

弁当（1 個 500 円）を注文される方は✓のうえ、個数をお書き下さい。 

 

□ 弁当を注文します。             個 
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  送付資料をよくご覧の上、〆切厳守でお申し込みください  

1．大会要項 

  

2．アスリート参加申込書   各所属ブランチへお申込み下さい。 

申込〆切 : 8月 31日（水） 

 

※各ブランチ担当の方はエントリーシートに取りまとめて 9月10日（土）ま

でにＳＯＮ・熊本事務局へ提出をお願いします。 

 

3．開会式のご案内    ＳＯＮ・熊本事務局へ直接お申込み下さい。 

申込〆切 : 9月 16日（金） 

  

4．ボランティア参加申込書 ＳＯＮ・熊本事務局へ直接お申込み下さい。 

申込〆切 : 9月 23日（金） 

 

5．広告・協賛のお願い  ＳＯＮ・熊本事務局へ直接お申込み下さい。 

申込〆切 : 9月 10日（土） 

 

6．くまモンポロシャツ申込書 ＳＯＮ・熊本事務局へ直接お申込み下さい。 

                                  申込〆切 : 9月 17日（土） 

 

第 13回スペシャルオリンピックス日本・熊本 

地区大会実行委員会 

2016 年第 13 回 SON・熊本地区大会 
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2016 年 第 13 回スペシャルオリンピックス日本・熊本 地区大会 大会要項 

「 アスリートの笑顔で 熊本を元気に‼ 」 

１  大会の目的  
 
 熊本地震で被災したアスリート達が大会に集い、スポーツを通して心身のリフレッシュを図り、  

彼らの頑張る姿を見て県民が元気になり、復興に向けての足掛かりとする。 

 スペシャルオリンピックス（以下：ＳＯ
ｴ ｽ ｵｰ

）のスポーツプログラムに参加しているアスリートが日頃のト

レーニングの成果を発表するとともに、更なる目標を得る機会とする。 

 大会を通して、アスリートの自立性と社会性を高め、コーチやボランティアを含む全ての参加者

との交流を深める。 

 ＳＯの活動内容やそのすばらしさを広く県民にアピールし、アスリートに対する理解を深めるとと

もに、より多くの人たちの心のバリアフリーを促進する。 

 

２  主  催  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  

 

３  主  管  2016 年第 13 回スペシャルオリンピックス日本・熊本地区大会実行委員会  

 

４  期  日  2016 年 10 月 23 日（日）～11 月 27 日（日）  （ 開会式：10 月 29 日（土） ） 

 

５  会  場  グリーンランド（開会式）、 荒尾運動公園、エコパーク水俣ほか 

 

６  実施競技及び実施種目 

競 技 個人・団体  種   目 

ボウリング 個人種目  シングルス 

ボッチャ 団体種目  4 人制チーム競技  

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 団体種目  ﾕﾆﾌｧｲﾄﾞ 6 人制チーム競技  

水  泳  
個人種目  

水中歩行、ビート板使用自由形  

25m 自由形、25m 平泳ぎ、25m 背泳ぎ、25m バタフライ  

50m 自由形、50ｍ平泳ぎ、50ｍ背泳ぎ、50m バタフライ  

団体種目  4×25m フリーリレー  

馬  術  個人種目  ウエスタン・トレイル 

テニス 個人種目  ダブルス 

卓  球  個人種目  個人技能競技／男女シングルス、ダブルス 

陸  上  
トラック種目  50m 走、100m 走、1500m 走、4×100ｍリレー（ﾕﾆﾌｧｲﾄﾞ可）  

フィールド種目  立ち幅跳び、ソフトボール投げ 

サッカー 
個人種目  個人技能競技  

団体種目  5 人制チーム競技  

※ 参加可能種目  

・陸上競技は 2 種目まで（トラック競技から 1 つとフィールド競技から 1 つ）  

・サッカー競技は 1 種目まで  

・卓球競技は 2 種目まで（ただし、個人技能競技は 1 種目）  

・水泳競技は 2 種目まで（その場合リレーから 1 つとその他の種目から 1 つ。ただし水中歩行とビート

板使用自由形はリレーには出場できない。）  
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７  参加資格  

（１） アスリート 

① ＳＯ日本・熊本にアスリートとして登録し、競技会当日現在で 8 歳以上であること。 

② 2015 年 1 月 1 日から競技会当日の期間内にＳＯ日本の地区組織が提供しているスポー

ツトレーニングプログラム（大会に参加する競技のプログラム）に、8 回以上参加した経験

がある者。但し、合宿形式でのトレーニングプログラムの場合は、2 時間程度のトレーニン

グプログラムを１回と数えることとする。 

③ 大会への参加に関して、アスリート本人の同意が得られていること。但し、アスリートが 20

歳未満の場合は、保護者の同意も必要である。 

④ 上記の条件を満たし、ＳＯ日本・熊本が参加について適格であると認めた者。 

（２） コーチ 

① 2015 年 1 月 1 日から競技会当日の期間内に、ＳＯ日本の地区組織が提供する当該のス

ポーツトレーニングプログラムへ参加していること。 

② ＳＯ日本・熊本が参加について適格であると認めた者。 

 

８  参加競技数  

参加できる競技数は 1 日 1 競技。 ※競技日が別の日であれば、複数の競技に参加できる。 

 

９  競技開催期日及び会場 

競技 期日 会    場 

ボウリング 10 月 23 日（日） パスカワールド・グリーンランド 

ボッチャ 10 月 30 日（日） 荒尾運動公園 多目的広場 

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 10 月 30 日（日） 荒尾市民体育館  

水泳 10 月 30 日（日） 長洲町 B&G 海洋センター 

馬 術 １１月６日（日） 夢☆大地 グリーンバレー 

テニス 11 月 23 日（祝・水） 荒尾運動公園 テニスコート 

卓球 11 月 23 日(祝・水) 荒尾市民体育館  

陸 上 11 月 27 日（日） エコパーク水俣（陸上競技場） 

サッカー 11 月 27 日（日） エコパーク水俣（潮騒の広場） 

 

１０  参加人数（予定）   2,000 人（選手団 500 人、競技・運営 500 人、ボランティア 1,000 人） 

 

１１  参加費  選手団（アスリート、コーチ） １競技につき 500 円 

           

１２  参加申込方法  

    各ブランチに申込       8 月 31 日（水）〆切 

    各ブランチごとにまとめて事務局へ   9 月 10 日（土）〆切 
 

１３  問い合わせ先  

 

特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本･熊本事務局  

TEL/096-288-2781 FAX/096-288-2782 E-mail/so-nkuma@ceres.ocn.ne.jp 
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2016 年 第 13 回スペシャルオリンピックス日本･熊本 地区大会 

選手団（アスリート、コーチ、パートナー）参加申込書 

 
 
   ふりがな                                

氏名                    性別（    ）  

                                  

生年月日 西暦    年   月   日  年齢（   ）歳 

                                

所属ブランチ   SON･熊本 （         ）ブランチ 

 

住所 〒                            

 

  電話               FAX             

 

 

参加競技および種目  ※参加できる競技数は、1 日 1 競技です。 

期 日 

 

競  技 

（参加する競技に○をつける） 

種  目 
（アスリートは参加する種目も○でかこむ） 

10/23 ボウリング競技  シングルス 

10/30 

ボッチャ競技  4 人制チーム競技 

バレーボール競技  ユニファイド 6 人制チーム競技 

水泳競技  

水中歩行、ビート板使用自由形 

25m 自由形、25m 平泳ぎ、25m 背泳ぎ、25m バタフライ 

50m 自由形、50ｍ平泳ぎ、50ｍ背泳ぎ、50ｍバタフライ 

4×25ｍフリーリレー 

11/6 馬術競技  ウエスタン・トレイル 

11/23 
テニス競技  ダブルス 

卓球競技  個人技能競技 / 男女シングルス、ダブルス 

11/27   

陸上競技  
50m 走、100m 走、1500m 走、4×100ｍリレー（ﾕﾆﾌｧｲﾄﾞ可） 

立ち幅跳び、ソフトボール投げ 

サッカー競技  個人技能競技 / 5 人制チーム競技 

 

 

【注意事項】 
・陸上競技は 2種目まで（トラック競技から 1つとフィールド競技から 1つ） 

・サッカー競技は 1 種目まで 

・卓球競技は 2 種目まで（ただし、個人技能競技は 1 種目） 

・水泳競技は 2 種目まで 

（その場合リレーから 1 つとその他の種目から 1 つ。ただし水中歩行とビート板使用自由形はリレーには出場できない。） 

 

 

参加区分 

（いずれかに○） 
 

・アスリート 

・コーチ 

・パートナー 

 

地区大会用 
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≪競技会場一覧≫ 

 

期日 競技 会場 

10/23 ボウリング競技 パスカワールド・グリーンランド 

10/30 

ボッチャ競技 荒尾運動公園 多目的広場 

バレーボール競技 荒尾市民体育館 

水泳競技 長洲町 B&G 海洋センター 

11/6 馬術競技 夢☆大地グリーンバレー 

11/23 
テニス競技 荒尾運動公園 テニスコート 

卓球競技 荒尾市民体育館 

11/27 
陸上競技 エコパーク水俣 陸上競技場 

サッカー競技 エコパーク水俣 潮騒の広場 

 

 

※申込は、所属ブランチ宛に 8月 31日(水)までに提出してください。 

 

 

ブランチ 宛 名 〒 住 所 ＦＡＸ 

熊 本 SON･熊本 860-0001 
熊本市中央区千葉城町 5-50 

熊本ﾒﾃﾞｨｱﾋﾞﾙ 4F 
096-288-2782 

荒 尾 田島 千尋 864-0000 荒尾市宮内 785 0968-63-0388 

御 船 川上愛子 861-3205 上益城郡御船町滝川 1860-3 096-282-2654 

八 代 松本朗 866-0871 八代市田中東町 7-11-2 0965-33-3202 

玉 名 宮 喜美代 865-0066 玉名市山田 367 0968-72-4844 

城 南 SON･熊本 860-0001 
熊本市中央区千葉城町 5-50 

熊本ﾒﾃﾞｨｱﾋﾞﾙ 4F 
096-288-2782 

宇 城 松岡喜美子 869-0511 宇城市松橋町曲野 2449-1 0964-33-6487 

天 草 SON･熊本 860-0001 
熊本市中央区千葉城町 5-50 

熊本ﾒﾃﾞｨｱﾋﾞﾙ 4F 
096-288-2782 

水 俣 柿本英行 867-0011 水俣市陣内 2-15-10 0966-63-6904 

植 木 緒方初美 861-0104 熊本市北区植木町今藤 293 096-272-4505 

小 国 坂田英之 869-2400 阿蘇郡小国町宮原 1755-3 090-9604-6308 

人 吉 有馬理奈 868-0086 人吉市原田町 529-1 090-4512-8998 

 



QSK（らぽーる）         1997年 9月 18日第三種郵便物承認 通巻 5782号  2016年 8月 9日発行（日刊） 
 

14 

 

 

 

2016 年第13 回スペシャルオリンピックス日本・熊本地区大会  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  記 

   日  時    2016年 10月 29日（土） 

              10:30～13:00（開会式・交流会） 
   会  場      グリーンランド レインボードーム  

荒尾市緑ヶ丘（℡ 0968-66-1112） 

交流会会費  500円 
    

申込締切    9月 16日（金）   ※下記申込書をファックス下さい 

問い合わせ先   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 
                 〒860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 熊本メディアビル４F 
                    Tel 096-288-2781  Fax 096-288-2782 
      
   
 

 

 

代表者氏名              連絡先：              

※各ブランチ・各地区で取りまとめでの申し込みは、上記内容を明記の上、別紙でも構いません。 

あてはまるものに 

○をつけて下さい 氏  名  住  所 

開 

会 

式 

交 

流 

会 

宿泊希望 

〇 
年 

齢 

ｱｽﾘｰﾄ・ｺｰﾁ・ 

ﾌｧﾐﾘｰ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

      

ｱｽﾘｰﾄ・ｺｰﾁ・ 

ﾌｧﾐﾘｰ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

      

ｱｽﾘｰﾄ・ｺｰﾁ・ 

ﾌｧﾐﾘｰ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

      

 開会式・交流会参加申込書  fax:096-288-2782 

 

 今年の地区大会は10月23日(日)から1１月27日（日）にわたり、荒尾・水俣・長洲・阿蘇の4

会場で開催します。4月に大きな地震に見舞われ、十分なプログラム活動が出来なかった地区もある

と思いますが、日頃のプログラムの成果を発表するいい機会ですのでふるって参加してださい。 

また、本年度のＳＯＮ・熊本地区大会の合同開会式・交流会を10月２9日（土）に、荒尾の 

グリーンランドで開催いたします。 

尚、遠方からの参加のため、翌日の競技出場に支障のある方には、優先的に宿泊先をご案内します（一

部自己負担）。宿泊先に余裕がある場合に限り、その他の希望者も宿泊できます。 

開会式は大会競技に出場しないアスリートも参加できます。ぜひ多くの皆さんのご参加を心からお待

ちしております。 



 

2016 年第 13 回スペシャルオリンピックス日本・熊本地区大会 

ボランティア募集（参加申込 兼 弁当注文表） 
 

ふりがな  ℡  

お名前  fax  

ご住所 
〒 

E－mail 
 

 

性別  学校名 グループ代表者名 

年齢  勤務先 

ご記入いただいた個人情報は、本大会及び SON・熊本のボランティア管理の目的のみに使用します。 

※ グループで参加され、代表の方が申込をされる場合は、合計数で記入して下さい。 

※ 申込は、郵送又は、fax でお願いします。 

                      申込〆切期限 ： 9 月 23 日（金）厳守 

 

※ボランティア説明会にて各競技のボランティア内容の説明を行いますので必ずご出席ください。 

（荒尾会場）10 月 10 日(祝・月)  13:30 ~ 15:30   

荒尾市中央公民館   〒864-0032 荒尾市増永 633    ℡0968-62-0051 

   （水俣会場）10 月中旬   時間未定 

    （ 詳細は 10 月発行の「らぽーる」にてお知らせ致します。） 

 

 お問い合わせ／提出先 ： 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 

〒860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 熊本メディアビル 4F TEL/096-288-2781 FAX/096-288-2782  
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〇

印 
項 目 会場 期  日 時  間 

個人参加 

団体参加 
注文数 

 開会式 
グリーンランド レインボードーム 

荒尾市緑ヶ丘 
10 月 29 日（土） 

10：30～ 

12：00 
個・団  

 ボウリング 
パスカワールド・グリーンランド 

荒尾市本井手 1574-54 
10 月 23 日（日） 

9：30～ 

12：45 
個・団 

 

 ボッチャ 
荒尾運動公園多目的広場 

荒尾市荒尾 4051 

 

10 月 30 日（日） 

 

9：00～ 

12：00 

 

個・団 

 

 

 
バレーボー

ル 
荒尾市民体育館 

荒尾市荒尾 4051 

9：30～ 

15：00 

 
個・団 

 

 水泳 
長洲町 B&G 海洋センター 

玉名郡長洲町大字姫ケ浦 1 番地 

9：00～ 

16：00 
個・団 

 

 馬 術 
夢☆大地グリーンバレー 

阿蘇市阿蘇町湯浦溝田 1676 
11 月 6 日（日） 

8：30～ 

15：30 
個・団 

 

 テニス 
荒尾運動公園テニスコート 

荒尾市荒尾 4051 
11 月 23 日（水） 

9：30～ 

12：00 

 

個・団 

 

 卓 球 
荒尾市民体育館 

荒尾市荒尾 4051 

8：15～ 

16：00 

 

個・団 

 

 陸 上 
エコパーク水俣 陸上競技場 

水俣市汐見町 1 丁目 231-12 11 月 27 日（日） 

 

10：00～ 

14：30 

 

個・団 

 

 サッカー 
エコパーク水俣 潮騒の広場 

水俣市汐見町 1 丁目 231-12 

12：00～ 

16：10 

 

個・団 
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「2016年第 13回スペシャルオリンピックス日本・熊本 地区大会」 

広告・協賛等のお願い 

 

謹啓  ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素よりスペシャルオリンピックス(ＳＯ)

活動に格別のご支援ご協力をたまわり、心より感謝申し上げます。 

 

ご承知の通り、ＳＯは、知的障がいのある人たち(アスリート)に日常的なスポーツプログラムと

その発表の場である競技会を提供し、彼らの自立と社会参加を支援するボランティア活動です。国

際本部は米・ワシントン D.C.にあり､世界 170 ヵ国で 400 万人のアスリートが参加、100 万人を超

えるボランティアが活動を支えています。 

 

日本では熊本県をはじめとする 47 都道府県すべてに地区組織が設立され、全国で 7,800 人以上

のアスリートと 11,000人以上のボランティアが参加しています。県内では、熊本市や荒尾、御船、

八代、玉名、宇城、水俣、植木、小国、人吉で、陸上や水泳、ボウリングなど 19 のスポーツプロ

グラムを定期的に実施し、地元に住む大勢のアスリートがボランティアと一緒に楽しくトレーニン

グに励んでいます。 

 

今年は地震により多くの練習会場が被災し、十分なトレーニングが出来なかったプログラムもあ

りました。しかし、この大会で仲間と再会し、元気を取り戻して、持てるだけの力を出し切って皆

様の前で練習の成果を発表できればと考えております。もちろん、たくさんのボランティアの方々

にも参加して頂き、今年もアスリートとともに感動を共有しあえるすばらしい大会にしたいと考え

ています。 

   

つきましては、大会趣旨をご賢察のうえ、ぜひともご支援をたまわりますようお願い申し上げま

す。                                   

 謹白 

2016 年 8 月 

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 

                          理事長  潮谷 義子 

 

 

大会事務局：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 

〒860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 熊本メディアビル４F 

Tel 096（288）2781  Fax 096 (288)2782 

E-mail so-nkuma@ceres.ocn.ne.jp   http://www.son-kumamoto.jp 
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「2016年第 13回スペシャルオリンピックス日本・熊本地区大会」 

大会プログラム広告枠および料金 

 

 

１、Ａ枠(B5サイズ 1ページ分、横 15.2㎝×縦 22.6㎝)     ￥ 30,000 

２、Ｂ枠(B5サイズ 2分の 1ページ分、横 15.2㎝×縦 11.2㎝)  ￥ 20,000 

３、Ｃ枠(B5サイズ 4分の 1ページ分、横 15.2㎝×縦 5.5㎝)  ￥ 10,000 

４、Ｄ枠(B5サイズ 8分の 1ページ分、横 7.6cm×縦 5.5cm)      \  5,000 

※いずれもモノクロとさせていただきます。 

 

                              ※Ｃ枠はこの大きさです 

    Ｃ枠(B5サイズ 4分の 1ページ分、横 15.2㎝×縦 5.5㎝)  ￥ 10,000 

 

 

 

※Ｄ枠 

  B5サイズ 8分の 1ページ分、 

  横 7.6cm×縦 5.5cm  \ 5,000 

 

 

 

 

※Ｂ枠はこの大きさです 

 

Ｂ枠(B5サイズ 2分の 1ページ分、横 15.2㎝×縦 11.2㎝)  ￥ 20,000 

 

 

 

※Ａ枠はこの枠の 2倍強(B5 ｻｲｽﾞ１㌻分横 15.2㎝×縦 22.6㎝、￥30,000)になり

ます。 

 

 

※Ａ～Ｄ枠のいずれもモノクロですが、広告内容、表現に制約はありません。 

 

 

 

※広告の原稿につきましては、9月 10日までにいただければ幸甚に存じます。 
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スペシャルオリンピックス日本・熊本 行き Fax：096-288-2782 
2016年第 13回スペシャルオリンピックス日本・熊本地区大会開催に際し 

下記の協力をいたします。 

 

□ 広告  熊本地区大会プログラム広告 

        （広告申込確認後、ご請求書をお送りいたします） 

      □ Ａ枠 １ページ   3万円      □ Ｂ枠 1/2ページ 2万円  

      □ Ｃ枠 １/４ページ  １万円       □ Ｄ枠 1/8ページ 5千円 

 

□ お振込   ①肥後銀行 上通支店 普通 1450959         

                   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 

                  理事長 潮谷 義子 

     

□ 協賛金（1口 1,000円） （    ）口  ご入金予定日：   月   日 

       □ 事務局へ直接持参 

       □ お振込   ①肥後銀行 上通支店 普通 1450959         

                   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 

                  理事長 潮谷 義子 

                               

□ ボランティア派遣       （    ）人 

   □ その他の援助   （                    ）   

    

 2016年   月   日 

 

   貴組織・団体名：                     

 

   ご担当者お名前：                     

 

       お役職：                     

 

       ご住所：                                  

 

      ご連絡先：                     

 

       E-Mail：                          

恐れ入りますが、9月 10日までにお返事をいただければ幸いです。 

 

スペシャルオリンピックス日本・熊本では、随時会員を募集しています。主な活動費は会員、 

賛助会員の会費、個人・団体からの寄付などでまかなっております。 

尚、会員の種別は下記のとおりです。 

      ◎会  員（団体・個人ともに年会費 1口 5千円） 

          ※以上、総会決議権のある会員です。 

      ◎賛助会員（団体年会費 1口 1万円、個人年会費 1口 3千円） 
 

大会事務局：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 

〒860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 熊本メディアビル４F 

Tel 096（288）2781  Fax 096 (288)2782 

E-mail so-nkuma@ceres.ocn.ne.jp   http://www.son-kumamoto.jp 
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大好評の「くまモン・サプライズくまもと」ロゴを入れたポロシャツを再販売することになりました。 

 入会されたばかりでみなさんとお揃いのポロシャツがほしい方、もう一枚必要な方、ぜひこの機会にご注文下さい。 

 

 

1.品   名：半袖ポロシャツ   

2.  色  ：トルコブルー 

3.申込サイズ： 

 SS S M L LL ３Ｌ 

身丈（cm） 

身幅（cm） 

肩幅（cm） 

62 

45 

37 

65 

48 

42 

68 

51 

44 

71 

54 

46 

74 

57 

48 

77 

60 

50 

4.販 売 価 格：1 枚 2,700円  

5.注 文 方 法：下記の申込書にご記入の上、事務局までＦＡＸもしくは郵送にてお申込み下さい。 

6.申込締切日：9 月 17 日（土）必着 

7.引 き 渡 し：原則、事務局にて代金と引き換えにお渡しします。10 月中旬の予定 

納品後、申込書に記入された連絡先にお電話いたしますので、早めに受け取り下さい。 

       郵送をご希望される場合は、送料をご負担いただきますのでご了承下さい。 

８.申し込み・問 合 せ 先：スペシャルオリンピックス日本（SON）・熊本事務局  

             〒860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 熊本メディアビル 4Ｆ 

               TEL：096-288-2781 e-mail：so-nkuma@ceres.ocn.ne.jp 

                      き  り  と  り 

    《 SON・熊本 くまモンポロシャツ申込書 》 申込締切日：9 月 17 日（土） 

 

名 前                    

連絡先              （電話・携帯など昼間連絡の取れる手段） 

 

申込サイズ 枚数 金額 

ＳＳ   

Ｓ   

Ｍ   

Ｌ   

ＬＬ   

3Ｌ   

合計金額  

ＦＡＸ：096-288-2782 

 
胸元のロゴは、 
新しいロゴ（白抜き） 
になります！ 

ＳＯＮ・熊本 くまモンポロシャツ 

再販売します!! 
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SON より 

被災者状況アンケート  ご協力のお願い 

 

      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 

 

平素より SON・熊本の活動にご支援・ご協力頂き有難うございます。 

 さて、6 月の SO 研修会で SON スタッフから、「被災状況の把握」と「復

興支援活動」について、ファミリーの皆様にもご協力を頂きたいとの話

がありました。今回のアンケート調査は全国の SO から多くのメッセー

ジや支援金が集まっている中、現状を把握してより適切な支援に結び付

けたいという趣旨のもとに行われるものです。 

  また、このアンケートは SON からの依頼により、アスリートがおら

れるご家庭にお送りしております。ご協力をお願い致します。 

  3 枚にご記入の上、8 月 23 日までに事務局まで FAX、またはメール、

郵送にてご返信をお願い致します。 

※既に返信済みの方は、再返信の必要はありません。 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

ﾌﾞﾗﾝﾁ名          

 

アスリート名                 

 

保護者名                                     

 

〒        

 

住所                                     

 

                                       

 

電話番号                （日常連絡のつく電話番号をお願いします）                 
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被災状況アンケート 

この度の未曾有の震災に際し、皆様にお見舞い申し上げます。全国の SOの仲間から熊本の皆さんへ多くの応援メッセ

ージや支援金が集まっています。 

SON・熊本は皆様方の被災状況を把握し、より適切な支援が皆様にお届けできるようアンケートをお願いしております。 

※ このアンケートは SON・熊本が被災状況把握のために使用され、その他の目的では使用致ません。 

 

アスリート名（               ） 記入者名（             続柄：    ） ブランチ（             ） 

1. 現在の生活場所について 

（１） 現在の生活場所はどちらですか？ 

【 A.ご自宅 ・ B.ご親戚、ご友人宅 ・ C.避難所 ・ D.車中泊 ・ E.その他（          ） 】 

 （２） （１）で【C.避難所】又は【D.車中泊】と答えた方にお聞きします。 

現在生活している避難場所、車中泊の方はお車の駐車場所を教えて下さい。 

    【施設名：                      場所：                             】 

（３）  仮設住宅の申請は行いましたか？  【  はい  ・  いいえ  】 

（４） ご家族全員が同じ場所で生活をされていますか？  【  はい  ・  いいえ  】 

（５） （４）で【いいえ】と答えた方にお聞きします。別で生活されているご家族の避難先を教えて下さい。 

 【避難先：                                                      】 

 (６) 今後の生活場所はどちらですか？ 

 【  A.現在のご自宅 ・ B.新たな住居（引越し先：             ） ・ C.仮設住宅  ・  D.未定  】 

 

2. ご自宅の被災状況 

 （１） ご自宅は応急危険度判定を受けましたか？ 

 【  A.緑（調査済み）  ・  B.黄（要注意）  ・  C.赤（危険）  ・  D.受けていない  】 

（２） 罹
り
災証明書は申請されましたか？ 【  はい  ・  いいえ  】 

      【はい】とお答えの方は（3）へ、【いいえ】とお答えの方は（4）へ 

 （３） （2）で【はい】とお答えの方にお聞きします。証明書で認定を受けた被害の程度を教えて下さい。 

    【  A.全壊  ・  B.大規模半壊  ・  C.半壊  ・  D.一部損壊  】 

 （４） （2）で【いいえ】とお答えの方にお聞きします。申請されていない理由を教えて下さい。 

    【  A.被害が少なく認定を受けなかった又は申請の必要がなかった  ・  B.申請の方法がわからない ・ 

       C.その他（                                                   ）】 

 （５） (3)で【B.申請の方法がわからない】とお答えの方にお聞きします。申請に関して手続きのサポートを希望しますか？ 

 【   はい   ・   いいえ   】 

3．アスリートに関して 

 （１） アスリートの通う勤務先、就学先等は再開されていますか？  【  はい  ・  いいえ  】 

 （２） （１）で【いいえ】とお答えの方にお聞きします。再開目途はたっていますか？ 

【  はい（再開時期：                       ）  ・  いいえ  】 
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 （３） プログラム参加の目途はたっていますか？【  はい  ・  いいえ  】 

 （４） （３）で【はい】とお答えの方にお聞きします。それはいつごろでしょうか？ 

 【（回答例：８月頃、１ヶ月後等）                                                   】 

4．その他 

 （１） その他お困りのことがありましたら自由にお書き下さい。 ※個人的な事柄でも構いません 

 

 

 

 

 

 

 

5．SO日本からの支援に関して 

 現在 SO 日本では、被災地復興支援としてアスリートやファミリーの皆様のお力になれることはないか検討がされてい

ます。現在の案として、皆さんの気分転換や心理ケアを目的としたレクリエーションイベントや有森理事長が熊本に赴い

てのスポーツキャラバン等の開催を検討しています。皆様にとってより良い機会となるように、開催時期や開催イベント

についてご要望やご意見がありましたらお聞かせ下さい。 

 （１） 開催時期に関して 

 

 

 

（２） イベント内容 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。皆様の安全と一日も早い復興を心より願っております。 

 

《ご返信先》 SON・熊本 事務局宛  FAX：096-288-2782 

又は郵送：〒860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 

熊本メディアビル 4 階 
《ご案内》 

熊本地震により被災を受けた障がい者の救援を目的に、熊本県内の障害者団体・福祉団体等により 

「被災地支援センターくまもと」が開設されています。なにかお困りの際は、ぜひご活用下さい。 

《連絡先》 

被災地障害者センターくまもと・JDF熊本支援センター 

 〒861-8037  熊本市東区長嶺西 2-6-11  TEL：096-234-7729  FAX：096-234-7729 

E-mai：hisaitikumamoto@gmail.com  HP: http://hisaitikumamoto.jimdo.com/ 
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              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 

 

まだ登録がお済みでない方へ 

 

 この度、事務局より緊急を要する確認や連絡を行う場合は、一斉メールで皆様にお知ら

せをすることになりました。7 月のお試し期間中に本登録が完了した方は 79 名となってお

ります。まだ登録をされていない方は、添付の説明書に従い登録をお願いいたします。 

 

 空メールを送られた後、本登録用のメールが届かなかった方はまだ本登録が完了してい

ませんので、もう一度最初からやり直して下さい。迷惑メールなどをブロックされている

と、本登録用メールが届かないことがあります。その場合はドメイン設定をする必要があ

ります。ドメイン設定の方法がわからない時は、使用されている携帯電話のお店へ持って

行かれると、設定の仕方を教えてもらえます。現在、残念ながら空メールを送った後この

本登録が完了していない方が 15名おられます。ご自分の携帯から登録内容を確認すること

ができますので、もう一度、本登録が完了しているか確認をお願いします。 

 

 

                                   

                               

                                   

 

                      

                      

                ④本登録完了 

 

 確実に登録をされませんと重要なお知らせをお届けすることが出来ず、ご迷惑をおかけ

することになりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

 なお、一斉メールについてご不明な点がございましたら、事務局までお尋ね下さい。 

                                  Tel：096-288-2781 

  ①空メール送信 

 

 
 ②本登録用メール返信 

 

 

メ
ー
ル
シ
ス
テ
ム 

 

Ｓ
Ｏ
Ｎ
関
係
者 

 ③会員情報メール送信 
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＜一斉メールの登録の仕方＞ 

ステップ１ 空メール（アドレス以外何も書いていないメ

ール）を son@gw.ansin-anzen.jpに送る。iphoneの方は

本文に何でもいい任意の文字（例えば「あ」）を入れない

と送信できませんので、ご注意ください。 

 

携帯をお使いの方は、バーコードリーダーが Life Kitな

どというところにあると思います。iPhoneをお使いの方

はバーコードを読み取るアプリをインストールしている方

はそれを、使って下のバーコードを読みこむと、アドレス

を入力する手間が省けす。 

☆ここで登録フォームが返信されます。 

 

ステップ２ son@gw.ansin-anzen.jpから送られてきた

「son-kuma メールご登録」という件名のメールの中にあ

るリンクを選択します。（下の写真参照） 

 

※メールが届かない場合、ステップ７に行ってください。 

 

ステップ３ 下のような画面になります。 

 

本登録画面へを選択してください。 

 

ステップ４ 下のような画面になりますので、必要事項を

記入してください。参加しているプログラム名にもチェッ

クを入れてください。入力が済んだら、入力内容確認を

選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ５ 入力内容を確認し、間違いがなければ、

登録を選択してください。 

 

ステップ６下のような画面になったら登録終了です。 

ステップ７ son@gw.ansin-anzen.jpからのメールを受

信するために、ドメイン（この場合＠以下の gw.ansin- 

anzen.j）からのメールを受信する設定に変更しなけれ

ばいけません。その方法は携帯会社によって異なり

ますので、ｐ.25-26の説明の該当箇所をお読みくださ

い。読んでもやり方が分からない場合には、携帯を購

入された販売店にご相談ください。 
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 実施プログラム：ボウリング、水泳、ゴルフ、陸上、馬術、
自転車、卓球 バドミントン、体操、サッカー、スケート 

 

馬術プログラム 

 2005 年冬季世界大会・長野の広報と募金活動の

一貫で行われたトーチランをきっかけに始まり、今

年で 12 年目となりました。この間、多くのアスリー

トに参加頂きましたが、事故もなく無事にプログラ

ムを進めることができました。これも、クオリティの

高い乗馬をご提供いただいた夢大地☆グリーンバ

レー様や毎回、阿蘇の大観峰近くまで送迎してい

ただいたファミリーの皆様のお陰です。本当に感謝

申し上げます。 

 一年一年、成長していくアスリートの勇姿を見て

いますと、本当に心温まるものがあります。また、

プログラム以外にも季節ごとの阿蘇を楽しむことが

できますので一度、満面の笑顔で乗馬しているア

スリート達に会いに来て頂ければ幸いです。 

            コーチ 宮本 亨二 

 

 

 

 

 

 

 

ゴルフプログラム 

毎週日曜日の 8 時 30 分～9 時 30 分、サンバレーゴ

ルフプラザ練習場で、アイアン・ウッドの打ち放し、アプロ

ーチ等の練習を楽しく行っています。プログラムの4回目

と 8回目には、熊本南カントリークラブで発表会を行いま

す。発表会では、個人技能競技のパター2m、パター8m、

ピッチショット、チップショット、アイアンショット、ウッドショ

ットを行い点数を付けます。練習場のマットと違い、芝の

上でボールを打つのは難しいですが、大自然の中でナ

イスショットをすると、とても気持ちいいです。 

レベルが上がると、オルタネートショット・チームプレー

競技が出来るようになります。パートナー（コーチ）と一緒

にひとつのボールを交互に打ってコースをラウンドしま

す。さらに、ゴルフコースにおいて、自分のことは自分で

行うことができるようになれば、ひとりでプレーする事が

できます。みなさんもゴルフを始めませんか。 

                     コーチ 境 忠利 

 

 

実施プログラム：水泳、陸上、バドミントン、
フロアホッケー 

八代ブランチは１９９６年にスタートして、２１年目の活動を迎

えています。純粋（？）なボランティアはブランチ代表の松本朗

コーチおひとりです。ファミリーがいくつも役を兼任しながらフル

活動でプログラムを支えている状態です。そんななかで大切に

していることは、「アスリートファースト」を忘れないことと、活動

を「継続」していくことです。アスリートが二次障害を起こさない

ようにスケジュールや練習内容を工夫しつつ、皆が無理なく楽

しく活動できるように心掛けています。大変なことも多々ありま

すが、「スポーツをする歓び」を極上の笑顔で表してくれるアス

リートのために、これからも、地道にコツコツやっていく八代ブラ

ンチでありたいと思います。   ファミリー 糸山 幸子 

 



QSK(らぽーる)                                     1997 年 9 月 18 日第三種郵便物承認 通巻 5782 号 2016 年 8 月 9 日 発行 (日刊) 

28 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

 
 
 
 
  
ｎ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

日 曜日 2016 年 8 月の行事予定 

19 金 
SO 研修会（事務局）14 時～・19 時～ 

第 2 回地区大会実行委員会 

20 土 NG 新潟大会ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾗﾝﾁ会 

21 日 心魂ﾁｬﾘﾃｨ公演会 

28 日 
コーチクリニック(水泳・バドミントン) 

会場：水俣市総合体育館 

日 曜日 2016 年 9 月の行事予定 

  常務理事会・合同委員会常時開催 
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 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 

 〒860-0001 

熊本市中央区千葉城町5-50 熊本ﾒﾃﾞｨｱﾋﾞﾙ4F 

  Tel : 096-288-2781／ Fax : 096-288-2782 

E-mail : so-nkuma@ceres.ocn.ne.jp              

2016年度入会・会員継続ありがとうございます（2016 年 5/12～7/20  受付分 敬称略 順不同）  

【個人会員】 島田 子（4/19） 小出史 山中英稔 小堀富夫 前田典子 茶木谷るみ 石井美代子 田上伸也 木原佑 馬場稔子  

浦川勉 池上裕樹 深浦由美子 永田きよみ 緒方美幸 髙木芽久美 松永麻里 松永征史 竹内正二郎 
 

【個人賛助会員】 中村朋雅 山中悟嗣 前田一光 生田義和 園田なつみ 東山友海 今関フサヨ 井上洋子 馬場桂 池上智美  

永田鈴夏 緒方憂斗 白ケ澤強 白ケ澤京子 田上邦子 髙木大樹 角田美和 角田輝美 
 

ご寄付等ありがとうございます（2016 年 5/12～7/20  受付分 順不同） 

福山千熊 茶木谷るみ ﾁｬﾘﾃｨﾊﾞｻﾞｰ実行委員会 和田幸弘 添島峯子 和来和来 ﾁｬﾘﾃｨ茶会実行委員会 田上邦子  

【熊本震災見舞金】 
手風琴笑ごまの会 鶴田能史 島田ゆう子 SON・青森 玉川学園中・高等部卒業生とその仲間たち 社会福祉法人昴  

南魚沼市立北辰小学校  

公益社団法人東久留米市シルバー人材センター 

 

8，9 月 内 容 
・世界大会・地区大会 ・SO 研修会・コーチクリニック 

・スポーツプログラム ・チャリティ公演案内  ・アンケート 

・一斉メールについて ・会費・寄付報告等 

 

 

         
 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 検索 スペシャルオリンピックス日本・熊本 

 

 

「らぽーる」を WEBでご覧いただけます。 

  

新事務員紹介 
このたび、SON・熊本の事務局担当となりまし

た。一日でも早く皆様のお役に立てるよう努力

してまいります。ご指導の程宜しくお願い申し

あげます。白ケ澤(しらがさわ) 京子 

ユニファイドボッチャ チャレンジマッチ 
６月２６日に福岡の国際センターで開催中のライオンズ

クラブ国際大会のイベントの１つとして開催されたユニフ

ァイドボッチャチャレンジマッチにアスリート８名、ファ

ミリー７名で参加してきました。パートナーとして一緒に

プレーしてくれたのはライオンズクラブのユース版、レオ

クラブの若者たちで、スペシャルのアスリート２名とレオ

クラブの２名が１つのチームを作り、３つのディビジョン

に分かれて、２試合ずつ行いました。 

スペシャルのアスリートは、熊本 

に加えて、地元福岡と山口から総 

勢２２人でした。 

４人が協力しながら、真剣にプ 

レーし、あちこちで歓声が沸き、 

ハイタッチの花が咲きました。 

SON・広島自転車競技会 

7 月 10 日(日)SON・広島自転車競技会に熊本から 3

名のアスリートが参加しました。 

広島県立中央森林公園で SON・山口、徳島、兵庫、

広島、そしてオープン参加の島根合計６県の地区組織

の参加がありました。 

今年の広島大会は、時々日差しが 

さす薄曇りの最高のコンディション 

で、みんな頑張りました。 

他県のアスリートやファミリーが 

震災を心配してたくさん声をかけ 

てくれました。 

８月 11 日(水)～16 日(火)事務局はお休みになります。 

7 月 28 日（木）に、今回の熊本地震で大きな被害

を受けられたお菓子の香梅さんと瑞鷹酒造さんにア

スリート会からお見舞いのメッセージとお品をお渡

ししました。アスリートから「いつも SON・熊本の

イベントにご支援頂いてありがとうございます。頑

張ってください」と挨拶しました。 

瑞鷹酒造 お菓子の香梅 

 

 

SON・熊本の皆さんに元気を届けに来られます。詳

細は、次号にお知らせします。楽しみですね 

10月 16日（日）  

SON理事長 有森裕子さん 来熊 


