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QSK NEWS LETTER

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

2022年
6月・7月

＊印刷は、富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱様
のご協力を頂きました
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～火の国 サラマンダーズ に大勢で参加～

5月3日、晴天のゴールデンウイークに18人のアスリート・
コーチ・ファミリー・ボランティアが〖火の国サラマンダー
ズ〗のボランティアをしました。入場門で、体温測定と消毒
をして⇒チケットにコロナ対策の為に連絡先を記入してある
かのチェック⇒ウチワとプログラム渡し⇒鯉のぼり作りのサ
ポート⇒ファールボールの警告、などなど楽しみながらのボ
ランティアでした。

明るく、「暑いのでウチ
ワをどうぞ～～」

鯉のぼりにメッセージを書いて
選手を応援‼楽しかったです。

＜火の国サラマンダーズ＞

会場で、頑張っている選手や笑
顔で応援している人たちを観れ
てよかったです！

コロナ感染
防止対策！サラマンダーズのキャ

ラクターと。今回で
3回目のボランティア
です。

熊本リハビリテーション学
院の学生さんも参加！

サラマンダーズ・ボランティアご担当の
梅野さんより、『いつもご参加頂き、あり
がとうございます。とても助かっています。
また、選手への応援も勝利への大きな力と
なっていると思います。これからも、サラ
マンダーズの応援を宜しくお願いしま
す。』

< アスリート会 4月16日（土） >
2022年度のアスリート会・会長に荒尾ブランチの江崎勇さんが選ばれまし

た。本年度のアスリート会の活動は、ビデオクラブと一緒におこないます。み
んなでやりたい活動を話し合いました。・三井グリーンランドへ行こう❕

・EKSデーや地区大会が成功するよう考える。・NGの応援も！・いろいろな
ボランティアもしたいなど・・やりたい事がいっぱいです！



事前に作った手作
りのお菓子とお抹
茶。母の日のカー
ネーションです。

２

第19回SON・熊本支援 チャリティー茶会

サンキューカード渡し

お茶会を開催す
るにあたり、当日
のボランティアだ
けでなくお茶のご
準備をして頂いた、
〖五日会〗の皆さ
まに感謝です！
〖五日会〗とは、
県内の茶道の流派
を超えて活動な
さっています。

ボランティアの九州電力さん・
近代経営さん・ミニメードさん、
アスリート・ファミリー・実行委
員で前日の準備をしました。熊大
支援学校からお借りしたテントの
設営や掃除、のぼり旗作り、椅子
を拭いたりなどをアスリートも頑
張ってやりました！

入口で体温チェック、消毒を
アスリートがしました。

ファミリーの村上さん
のグループが作る、大
好評の弧雲餅は本当に
美味しいです!!

泰
勝
寺
跡

細
川
邸

中村勝子さんを囲んで・・多くのアスリートが勝子さんのところに、ご挨拶にきてくれました。

スペシャルオリンピックス
の大会にいつもたくさんの美
しいひまわりの花をご提供い
ただく中島様が、国際ソロプ
チミスト熊本より熊本クラブ
賞を受賞されました。その賞
金をスペシャルオリンピック
スへ寄付したいというありが
たいお申し出をいただき、潮
谷理事長、中村名誉顧問らが
出席し、寄付の贈呈式もお茶
会と同時に行われました。

寄 付 金 贈 呈 式
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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

     　　   ★ ★スポーツプログラムのご案内　 2022年★★
【ブランチ】

競技

【熊本】

ボウリング

【熊本】

サッカー

【熊本】

ユニファイドサッカー

【熊本】

テニス

【植木】　　　   　　  　競

泳

期間 9/10～11/19 9/3～12/3 9/3～12/3 8/27～10/15 9/3～9/24

曜日 土曜日 土曜日 土曜日 土曜日 土曜日

   回数　 8 10 10 8 4

場所 未定
熊大教育学部付属特別支援学校

グランド

熊大教育学部付属特別支援学校

グランド
ファミリア浜線店 かがやき館

時間 19：00～21：00 10：30～12：30 8：30～10：30 17：30～19：30 16：00～18：00

定員 なし なし なし １０名 10名

参加費会場費 200円/１回＋会場負担金 200円/１回＋会場負担金 200円/１回＋会場負担金 200円/１回＋会場負担金 200円/1回

説明会 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 8月21日

申込締切 9月1日 8月26日 8月26日 8月17日 8月16日

熊本事務局 熊本事務局 熊本事務局 熊本事務局 植木ブランチ　緒方初美

熊本市中央区千葉城町5-50

熊本メディアビル4階

熊本市中央区千葉城町5-50

熊本メディアビル4階

熊本市中央区千葉城町5-50

熊本メディアビル4階

熊本市中央区千葉城町5-50

熊本メディアビル4階
熊本市北区植木町今藤293

FAX（096）-288-2782 FAX（096）-288-2782 FAX（096）-288-2782 FAX（096）-288-2782 FAX（096）-272-4505

チーフコーチ 黒田　雄一郎 永井　崇雄 永井　崇雄 秦　美保 松本　富子

コーチトレーニング 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

【ブランチ】競技
【荒尾】

バレーボール

【宇城】

ボウリング

【宇城】

競泳

期間 6/22～8/10 7/2～8/20 ８月下旬

曜日 水 土曜日 日曜日

   回数　 ８回 8 8

場所 東大谷体育館 松橋ボウリングセンター 不知火温水プール

時間 18：30～20：30 10：00～12：00 10：00～12：00

定員 なし なし なし

参加費会場費 200円/１回＋会場負担金 200円/１回＋会場負担金 200円/１回＋会場負担金

説明会 6/19（日）１０時～東宮内公民館 プログラム初日 プログラム初日

申込締切 6月19日 6月27日 8月13日

荒尾ブランチ　田島千尋宛 宇城ブランチ　松岡　喜美子 宇城ブランチ　松岡　喜美子

荒尾市宮内785 宇城市松橋町豊福1107-1 宇城市松橋町豊福1107-1

FAX（0968）-63-0388 FAX（0964）33-6487 FAX（0964）33-6487

チーフコーチ 松家　幸男 松岡喜美子 鯛瀬　優一

コーチトレーニング プログラム初日 プログラム初日 プログラム初日
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申込先

申込先

※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。

（手続は事務局又は説明会にて。）

※保険未加入での参加はできませんので見学となります。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。

※説明会は必ずご参加下さい。説明会には写真（スナップ可）をご持参下さい。

※新型コロナのリスクレベルにより中止になる場合があります。中止の場合は一斉メールでご連絡します。

HPにも掲載しますのでご確認ください。

※その他プログラムが再開する場合一斉メール、各プログラム、ホームページ等でお知らせします。

〈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

〈コーチの方〉

1.希望プログラム名

2.氏名（ふりがな）

3.年齢（学年）

申し込み用紙の記入事項
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　★　スポーツプログラムのご案内　 2022年 6月・7月　★

5/28～ ファミリア浜線

6/5～ 龍田の森体育館

期間 5/14～ サンライフ熊本

曜日 6/4～ 小岱作業所

   回数　 7/3～ パスカワールド

場所 5/8～ 荒尾テニスコート

時間 7/9～ 白旗小学校体育館

定員 7/9～ 白旗小学校体育館

参加費会場費 5/8～ エコパーク水俣陸上競技場

説明会 7/3～ 吉松小学校

申込締切 5/8～ 吉松小学校

6/5～ あさぎり町B＆G海洋センタープール

4/17～ 市立総合体育館

4/18～ アクアドーム熊本

チーフコーチ 5/1～ YMCA長嶺

コーチトレーニング 12/11～
乗馬クラブホーススライダー

10/15～
人吉市　馬場道場

2/6～
太田郷コミュニティセンター

1/30～
深川体育館

1/9～12/11
小国支援学校体育館

1/9～12/12
小国支援学校体育館

1/8～
障がい者福祉センター

2/27~
龍田の森体育館

4/9~
熊本大学教育学部付属特別支援学校

4/9～
熊本大学教育学部付属特別支援学校

4/3～
パスカワールド

5/8～
陸上競技場

4/3～
小岱作業所

4/16～
御船スポーツセンター

4/3～
県営八代運動公園

4/2～
岱明B＆G海洋センター

3/4～
緑ヶ丘小学校

3/13～
長洲町総合スポーツプール

3/27～
水俣市総合体育館温水プール

3/6～
吉松小学校

4/2～
あさぎり町熊本クラウンゴルフ
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プログラム初日

人吉ブランチストレングス内

TEL（0966）-32-8686

申込先

【ブランチ】

競技

【人吉】

陸上

9/4～11/20

日曜日

12

あさぎり町

深田小学校グランド

10：00～12：00

なし

200円/１回

＋会場負担金

プログラム初日

8月28日

球磨郡相良村柳瀬2319

田上　伸也

【荒尾】テニス

【熊本】テニス

【荒尾】ボウリング

【荒尾】フライングディスク

【熊本】バドミントン

【熊本】ボッチャ

【熊本】競泳

【熊本】競泳

【御船】ボッチャ

【熊本】卓球

【人吉】競泳

【植木】陸上

【植木】SOボッチャ

【水俣】陸上

【御船】バレーボール

【水俣】競泳

【植木】サッカー

【人吉】ゴルフ

【荒尾】フライングディスク

【御船】競泳

【八代】陸上

【玉名】卓球

【玉名】フロアーフッケー

【玉名】競泳

【熊本】馬術　ブリティッシュ

【人吉】柔道

【八代】フロアホッケー

【荒尾】陸上

【熊本】ユニファイドバスケットボール

【水俣】ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

【小国】フロアホッケー

【小国】ボッチャ

【熊本】ボッチャ

【熊本】サッカー

【熊本】ユニファイドサッカー

【荒尾】ボウリング

新型コロナ感染防止

でスポーツプログラ

ムの予定変更・中止

になる場合がありま

す。

詳細は

ホームページ、一斉

メール各競技プログ

ラム内でお知らせし

ます。

ご確認ください。

現

在

開

催

中

の

プ

ロ

グ

ラ

ム

新型コロナ感染に注意して、

手洗い・マスク・体調管理を

しっかりとして、

スポーツプログラムに参加し

ましょう。



2022年度 物 品 販 売
コロナに負けない！アスリートが通う事業所とともに・・

SON・熊本はスポーツを通して障がいのある人もない人も誰ひとり取り残さない共生社会の実現を目指し、年間
を通してのスポーツプログラムの実施や全国大会、世界大会への選手団派遣を行っており、その活動資金は会費
や寄付金で賄われています。
現在、新型コロナウイルス感染拡大の影響による行動制約がある中ですが「このような時だからこそ誰ひとり取

り残さない」との思いで知恵を絞り、活動を行っております。
今回、活動の継続及び「2022年第8回スペシャルオリンピックス夏季ナショナルゲーム・広島」への熊本選手団派

遣のためアスリートが在籍する福祉事業所様にご協力いただき物品販売と寄付を募ることとなりました。
皆様の応援、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

SON・熊本 物品販売実行委員会

物品販売出品事業所の紹介

2、済生会ほほえみ１、ふとりねこ焙煎所

３、オールサポート

子飼商店街にあるＢ型作業所で
す。ふとりねこは主に精神障害の
ある方や依存症に苦しむ方々の回
復支援施設です。人生には何度で
もチャンスがあります。チャレン
ジを繰り返し、よりよい人生を楽
しめるようにプログラムやミー
ティングを活発に行っています。
その精神は作業にも活かされてお
り、丁寧で高品質なコーヒーや雑
貨をお客様に提供しています。

私たち K P 5 0 0 0
（くまもとプロジェクト 5 0 0 0）は、
「はたらきづらい・生きづらい」
方々を応援しています。「熊本県内
で働く障害のある人を 5 0 0 0人にす
る」こと、「自立した持続可能な障
害福祉事業所づくりの中間支援とな
る」ことをミッションに掲げ、ひと
りでも多くの方が、自分のもってい
る力を発揮し、自分らしく輝くこと
のできる舞台をつくりつづけます。
《活動内容》
・熊本の障害福祉に関する情報検
索ツール「プラグ」
・働きづらい方の就労支援
・障害福祉事業所のサポート
・誰もが安心して参加できる
余暇活動の開催や居場所づくり

※ 商品の詳細は裏面をご覧ください。

NPO法人KP5000

SOアスリートはボウリング・卓球・水泳で

がんばっています！コロナ禍でなかなか大会

や試合が出来なかったようですが、メンバー

さんの様子をお話してくれたり、メダルを

持ってきて結果の報告をしてくれたりと楽し

ませてもらっています。

Ｂ型事業は、パン、焼菓子の

製造・販売が主な事業です。近隣の企業や病

院、保育所等での販売、納品を行っています。

利用者の皆さんと一緒に心をこめて商品作り

を行っています。

生活介護事業では、済生会熊本病院の健診

セット封入等の軽作業の他、運動や入浴支援、

レクレーション活動等、利用者のＱＯＬ向上

を目指した活動を行っています。

済生会ほほえみのみんなで

SOサッカーの応援をしています。

最後まであきらめずにがんばってね！

SOのアスリートは、調子のよいときに

ボウリングに取り組んでいます。

事業所のみんな応援しています！

熊本市中央区で
就労継続支援 A型と B型の多機能型
で作業をしています。賃金向上や
工賃アップを目指して、日々作業
に励んでいます。暑さや寒さや仕
事の厳しさで辛いこともたくさん
ありますが、乗り越えられる人に
なれるよう頑張っています。
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【商品内容】
・エチオピア イルガチェフ G1ウォッシュド
・エチオピア グジ G1 ハンベラ ナチュラル
・コロンビア ビジャ ファティマ ブルボン
・コスタリカ ラ・カンデリージャ ハニー
・パナマ エメラルダ ダイヤモンドマウンテン
・ふとりねこブレンド
6種類 合計６袋

賞味期限 製造後3ヶ月
袋サイズ（cm）：横１０×高さ13×幅４

☆ご注文は別紙注文書でお願いいたします。価格はSON・熊本への寄付が含まれています。

世界各地からスペシャリティコーヒーと認
められたコーヒー豆だけを厳選して仕入れ、
それぞれの特徴が最も感じやすい焙煎を
行っています。丁寧なハンドピックを行っ
ていますので、飲み比べていただくと産地
の風景さえも目に浮かぶような豊かなフ
レーバーをお楽しみいただけるはずです。

商品③
～歯ブラシとフジバンビ
商品セット～

【商品内容】
・FIT歯ブラシ（ふつう）5本
・フジバンビ ドトールコラボ
ドーナツボール２袋
（コーヒー味・黒糖ラテ味）

袋ラッピング付き

事業所創設以来施設外就労でお世話に

なっている株式会社フジバンビ様の商品

は、ご利用者の皆さんにも大好評です。そ

して、食べた後には歯磨きが必要。自社製

品の歯ブラシをお使いください。一本一本

厳しい目で検品しています。

～

商品④【SON・熊本】

～寄付～

スペシャルオリンピックスに参加するアスリー

トをはじめとする障がいのある人も、ない人も一

緒に楽しく暮らせる社会の実現のために、ご支

援よろしくお願いします。

☆限定１００セット

2,000

☆限定１００セット

2,000

税込

円

税込

円

☆限定数を超えた際も購入できますが、お届けま

でにお時間をいただく場合がございます。

また、商品③の歯ブラシにつきましては色に偏り

が出る場合がございます。

２０２２年度

透明袋ラッピング付き

【ふとり猫焙煎所】

頑張っているSON・熊本のアスリートの写真とともに商品を紹介いたします。☆

【オールサポート】

賞味期限： 製造から3ヶ月以内

梱包後サイズ（ｃｍ） ：
幅25×高さ30×厚さ15

SDGs“誰ひとり取り残さない地域

社会をめざして”講演会でスピーチ

をするSON・熊本アスリート 1口 1,000円

活動支援ならびに、ナショナルゲーム選手団応援よろしくお願いいたします。

【済生会ほほえみ】 ☆限定１００セット

商品②
～クッキーセット～
【商品内容】
・プレーン（バター）
・レーズン
・黒ゴマ
・紅茶
・チョコ
５種類 合計５袋

賞味期限 製造日より21日
原材料に小麦、乳製品、卵を含む
袋サイズ（cm）：横20×高さ22×幅４.5

透明袋ラッピング付き

2,000 税込

円

手作りにこだわった商品です。それ

ぞれ素材の味をしっかりと味わえる

一品です。

利用者の皆さんが全ての工程に携

わり、一つひとつ丁寧に作っていま

す。ぜひご賞味ください。

商品①
～スペシャリティコーヒー

詰め合わせ～
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太枠内をご記入ください。　

電話番号

1 個 円 個 円 個 円 口 円 円

個 円 個 円 個 円 口 円 円

個 円 個 円 個 円 口 円 円

個 円 個 円 個 円 口 円 円

個 円 個 円 個 円 口 円 円

様 様 様

円 円 円

領収日
SON熊本物品

販売実行委員会 印
2022  .        . 2022  .        . 2022  .        .

印
領収日

SON熊本物品
販売実行委員会 印

領収日
SON熊本物品

販売実行委員会

金額 金額 金額

但し、２０２２年物品販売代金
及び寄付金として

但し、２０２２年物品販売代金
及び寄付金として

但し、２０２２年物品販売代金
及び寄付金として

下記にご注文者お一人につき一枚お名前とお支払い額（商品と寄付の合計金額）をご記入ください。お支払い確認後、
捺印し領収書としてお渡しいたします。

領収書 領収書 領収書

お名前 お名前 お名前

合計

2 2000 4000

【オールサポート】

２０００円 ２０００円 ２０００円
（記入例）山田　元気 2000

御所属
所属ブランチ、参加予定プログラム、団体名などございましたらご記入ください。

通信欄 お知らせ等ございましたらご記入ください。

１０００円

＊商品の準備ができましたらご連絡いたします。SON事務局でお受け取り、お支払いをお願いいたします。
＊配送ご希望の方は送料着払いで承ります。ご希望の方は上記通信欄にてお知らせください。 発送はお品代入金後
　になります。詳細は裏面の※２をご確認ください。

ご注文内容

お名前

2名以上でお申込み
の際は、お名前を
お書きください。

①スペシャリティ
コーヒー

②クッキーセット ③歯ブラシ＆フジ
バンビ　商品セット

④SON・熊本寄付

　

裏面※3をご覧くださ
い。

合計金額

【ふとりねこ
　　　　　　焙煎所】

【済生会
　　　ほほえみ】

※裏面もご覧ください。

代表者名

ご住所
　〒

【注文書】
締め切り２０２２年７月３日（日 ）

　　　　スペシャルオリンピックス日本・熊本　物品購入・御寄付
※ご注文はこの注文書またはメール（宛先QRコード裏面記載）でお願いいたします。

お問い合わせ、注文ＦＡＸはこちらまで

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
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お振込み口座

（お振込みの際は、お振込み予定日をSON・熊本事務局へご連絡

ください。）

ゆうちょ銀行 （記号） 17150

（番号） 39422861

（名義）エスオーエヌ クマモトファミリーカイバザーイインカイ

＜他行よりお振り込みの場合＞

ゆうちょ銀行 （店名） 七一八 （店番） 718

（預金種目） 普通預金

（口座番号） 3942286

（名義）エスオーエヌ クマモトファミリーカイバザーイインカイ

※お申し込みは注文書面をFAXまたはメール kumamoto@son.or.jpよりお願いいたします。

メール注文用QRコード →

読み取り後、「メール作成画面はこちら」をクリック

商品を注文いただいた皆さま

※１ 商品のご用意ができましたらご連絡いたします。

スペシャルオリンピックス日本・熊本事務局でお受け取りとお支払いをお願いいたします。

※２商品着払い配送をご希望の方

配送ご希望の方は恐縮ですが商品代金は前払いでお願いいたします。注文時に事務局で

お支払い、または下記口座へお振込みをお願いいたします。

送料は着払いになります。おおよその送料は下の表をご参照ください。

SON・熊本寄付お申込みの方へ

※３ ご注文番号④SON・熊本寄付お申込みの方にはご記入の代表者様宛へ「寄付金受領

証明書」を発行いたします。２名以上でお申込みの方で個別に「寄付金受領証明書」が

必要な方は注文書面の通信欄でお名前とご住所をお知らせください。

寄付受領金証明書は確定申告で寄付控除を申請する際に必要な書類になります。

ご寄付は下記口座へお振込みをお願い致します。商品も併せてご注文いただいた方は

受け取り時に寄付金と商品代金を合わせてお支払いをお願いいたします。
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690

910

1160

1410

1660

1890

120ｃｍ

ゆうパック　送料目安（持ち込み割引料金）
　熊本発→熊本着

サイズ
3辺合計

送料
（円）

商品個数の目安

60ｃｍ
・コーヒー3～4個
・クッキー1個

80ｃｍ

・クッキー3個
・クッキー２個＋コーヒー２個
・歯ブラシ＆ドーナツ１個

100ｃｍ

・歯ブラシ＆ドーナツ３個
・歯ブラシ＆ドーナツ２個＋
　クッキー２個＋コーヒー２個

140ｃｍ

160ｃｍ
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コーチクリニック開催（４月２４日） 競泳・テニス

2022 NG in 広島出場アスリートが決まりました‼

水俣でコーチクリニック
が行われました。荒木ト
レーナー（佐賀）からの分
かり易い座学のあとプール
に移動しての実技。久しぶ
りの対面でのコーチクリ
ニックを30人の受講生は熱
心に聞いていました。

（柿本ヘッドコーチ）

18人の受講生に、新しいチェックシートの記

入方法の説明を詳しくして頂きました。

以前のやり方とは随分と変わっていて、一度で

は難しいのでコーチで勉強会をすることにしま

した。地区大会やNGでのレベル分けの為に提出

する大事なシートなので、コーチも真剣です。

（池邉ヘッドコーチ）

2022年11月4日（金）～ 6日（日）にナショナルゲームが広島で開催されます。
選考委員会による公開での抽選会で選ばれたアスリートの皆さんをご紹介します。

田代トレーナー（福
岡）から、チェック
シートの記入方法を
実践しながら詳しく
教えて頂きました。

＜テニス＞ 熊本市立大江小学校体育館

＜競 泳＞ 水俣市総合体育館プール

競技種目（枠） アスリート

柔 道 益田尚輝

フライングディスク 髙木大樹

自転車 笹本圭翔

バドミントン 下谷京太朗

馬 術 清原渚子

テニスシングルス 井元耕平、池上裕樹、大宅杏佳、津川さやか

陸 上 藤本和也、倉本英幸、緒方愛、上村かおり、中原由貴

卓球個人 吉田昇平

ユニファイド卓球 金森考司、西村有加里

ボウリングシングルス 中田匡哉、前田一光、本田裕子

ユニファイドボウリング 髙島祐一郎、黒田ひかり、吉田彩

バスケットボール 新鹿遥音、古田雄亮、古田健将、池田大介、
髙木省吾、宮崎真治、菊池健吾、関 貴弘

競 泳 白本伊吹、飯嶋輪、紫垣千代子、一圓舞

ユニファイドサッカー 成清章、福原尚琉、野田拳任、西田勉強
田端映規、井澤強太、緒方裕樹
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６月の行事予定
18日 アスリート会・ビデオ撮影会
19日 合同会議
・SP委員会、その他の委員会開催

2022年度入会・会員継続ありがとうございます （2022年3月26日～5月20日受付分 敬称略 順不同）

【個人会員】村上和代 小川薫 永田きよみ 稲葉真須美 前田拓海 前田阿由美 米満弘一郎 宮嶋輝美 山中英稔

本田育子 井芹護利 吉田圭助 吉本義賢 武田秀美 本田禎治 笹本和裕 青木珠恵 中村知恵子 堤稔晴 工藤豊子

山村修司 平山峰子 中川久美子 山口美和 菊池健吾 吉村裕幸 浦上勝典 広田幸信 駒田利子 古荘文子 橋本三𠮷

須崎美穂 緒方初美 藤岡祐一 宮尾千加子 玉眞洋子 荒川慶 松村千津代 井手恵 木戸内富子 大宅清美 田中由委子

森本七恵 岡本峻平 江﨑勇 関美起子 小宮昭太 松野治子 朝倉順治 新鹿裕子 黒田雄一郎

黒田しのぶ

【個人賛助】松田加洋子 右田よし子 林純子 村上和康 永田鈴夏 稲葉友紀 坂本寿吉 大野佳奈美 德永竜一

谷口知久 菊池佳奈 白本亮 宮嶋彩花 山中悟嗣 本田琢也 井芹尚平 吉田昇平 吉本真紀 吉本ヒデ子 武田匠平

野々口文哉 野々口朋子 笹本圭翔 青木菜美 中村伊織 上野友里愛 白ヶ澤強 白ヶ澤京子 堤雄渡 工藤静明

坂口隆幸 山村夏主磨 平山めぐみ 中川美季 山口健翔 菊池朋昭 和田幸弘 和田裕 吉村亮祐 浦上佳乃 高田浩子

駒田幸之介 今関フサヨ 橋本洋悟 須崎顕 緒方愛 藤岡祐機 玉眞聖那 荒川琢磨 立尾慎士 松村真人 井手勇斗

大家梨花子 大宅杏佳 田中礼士 岡本雅美 江﨑富恵 関貴弘 松野幸生 新鹿遥音 黒田ひかり

【団体賛助】九州電力株式会社 近代経営

【コカコーラボトラーズジャパン㈱自動販売機設置売上寄付】

鶴屋百貨店 公立大学法人熊本県立大学 桜の馬場城彩苑 熊本保健科学大学 有限会社清和自動車

社会医療法人社団高野会（大腸肛門病センター高野病院）

【ご寄付】ありがとうございます（敬称略）

社会医療法人寿量会熊本機能病院理事長米満弘一郎 株式会社保健支援センター 糸永歌代子 松尾和子 女子会一同

ヘアーサロンセカンド 田中快孟 喜津木健二 熊本中央信用金庫 緒方初美 宮尾千加子 荒川慶 黒田雄一郎

東京エレクトロン株式会社 株式会社えがお

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。

７月の行事予定

・合同会議、SP委員会、その他の委員
会開催

☆31日 EKSデー
・各委員会

～ 事 務 局 便 り ～
２０２２年度 第二回SON・熊本理事会
日 時：８月２８日（日）１３時半～
会 場：慈愛園
☆ファンドレイジング研修会の開催を予定しています。

毎月11日は、イエローレシートの日です。
イオンに設置してあるボックスに入ってい
るレシートを半年ごとに計算され、合計の
１％がSOにお買い物カードとして贈呈され
ます。SOのボックスを選んで入れて頂いた
皆さまに、感謝です！いろんな活動で大事
に使わせて頂きます。まずは、お茶会のボ
ランティアさんの飲み物に使いました。

先日、令和４年春の叙勲受章者の発表が行

われましたが、私どもSON・熊本の専務理事

である原幸代子さんが旭日双光章の栄に浴さ

れました。この章は、国・地方の公職、公益

性を有する団体の役員、企業経営者や社会の

各分野で顕著な功績をあげた人に授与される

もので、原さんは熊本県公安委員会委員長当時の警察管理

運営への功労が評価されたものです。私達の仲間のお一人

が栄えある叙勲を受けられたことを、会員皆でお祝い申し

上げたいと思います。

祝 春の叙勲受章
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