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1      印刷は富士ゼロックス熊本㈱様のご協力を頂きました 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年 

3,4月 

アスリート会 会長 藤本 豊 

 アスリート会では、毎月の集まりをしてきましたが、これまで以上に活発な活動をしていくために、

新しい提案があります。「各ブランチ毎にアスリート会を作ること」と「その代表者を決めること」

です。別頁に詳しい内容がありますのでよく読んで、事務局にファックスしてください。アスリート

会は、アスリートを中心にファミリーやコーチの皆さん等 どなたでも参加いただけます。 

仲間を増やして、ハイキングやキャンプなどを楽しみたいと思います。よろしくお願い致します。 

～ 総 会 を 終 え て ～ 
SON・熊本事務局長  中村勝子 

去る 2月 12日（日）に SON・熊本 2017年度総会が開催され、活動のための費用不足について

議論されました。SOの日常プログラム活動にかかる費用は会費が当てられ、競技会やナショナルゲ

ームや世界大会の参加費は、個人や団体からの寄付とチャリティーイベントの収益金が用いられて

います。SO発足から 25年が経ちプログラムや参加アスリート数の増加に伴い経費が膨らみ、会員

の増強と参加費のアップなくしては今後の活動維持発展は難しい現状があります。 

アスリートの中には、堂々と意見を述べ、仕事をこなし、周囲に認められ、アスリートコーチを

目指す人や活動記録を残す作業にあたる人などが多くいます。SO活動を通して、アスリートたちは

勇気をもらい、褒められ、育まれ、そして自信をつけ、多くの人と知り合いになることが出来まし

た。これらを普遍的なものにするためにも、私たち一人一人が会員や賛助会員を増やす努力をして

みませんか。その結果、より多くのアスリートたちが参加できるようになり、また協賛企業も増え

ることでしょう。 

あなたの心が優しい社会を作ることに繋がるのです。このような時だからこそ、心を合わせて頑

張っていきましょう！ 

2017年度 SON・熊本 通常総会 

熊本日日新聞社本社 会議室にて 
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2017年度通常総会 

2017年 2月 12日(日)  
熊本日日新聞社 本社 2 階 会議室にて通

常総会が開催されました。 
会員総数 297名のうち委任状を含む 219名

の参加があり、提案事項について審議され、
活発な意見交換が行われました。 

アスリートの吉田昇平さん
とボランティアの中山八重子
さんが司会を務めました。 

この日の流れ 

・理事会 

・保険・ボランティア登録 

・通常総会 

（１）開会 

（２）開会の挨拶                     

（３）来賓挨拶                      

（４）議長選出 

（５) 議事録署名人選任  

（６）議案審議 

①第１号議案 2016年度事業報告             

②第２号議案 2016年度活動決算             

監査報告                            

③役員改選(案)           

④第３号議案 2017年度事業計画(案）          

⑤第４号議案 2017年度活動予算(案）          

⑥第５号議案 スポーツプログラム参

加費について     

⑦第６号議案 協力企業・団体・個人へ

の感謝状贈呈    

(７) その他 

（８）閉会 

 

・感謝状贈呈式 

・アスリートストーリー 

・「ひとりひとりが SOを発信！」 

・2016年度各スポーツプログラム 

各ブランチ活動報告 

・理事長挨拶 

  

 

 常務理事新任のご挨拶 
大塚淳子 

今年度、常務理事をつとめさせて頂きます 

 SON 熊本の設立当初から体操プログラムのコー
チとして関わってまいりました。あの頃と比べて私
自身変わったところは、親となり、スポーツをする
我が子を応援するファミリーの気持ちが 

わかるようになった！ことでしょうか(^_^)。 

SO に関わるすべての方の心に在る 

「アスリートを応援する」が、 

ご近所の空気にそして社会の 

空気に常に在ることを目指して、 

皆様と連携を取りあっていきた 

いと思います。 

どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

昨年、県内各地での年間を通した日常のスポーツプログラ
ムをはじめ、地区大会などさまざまな活動や事業を展開しま
した。そうした中で、会場や競技用具、賞品の提供、競技審
判や大会ボランティア、チャリティー事業や寄付など、いろ
いろな形で、たいへん多くの企業、団体、個人の皆様にご支
援ご協力をいただきました。心からの感謝の思いを込めて、
お世話になった皆様に感謝状をお贈りしました。 

アスリートストーリー 

 「ひとりひとりが SOを発信！」 

ビデオ撮影・情報発
信研修会の成果を
様々な SOの活動をア
スリートが記録した
動画を交え発表しま
した。 

 

感謝状贈呈式 

桑畑宣雄さんが、アスリートと
しての活動やプライベートなどユ
ーモアを交えて、楽しく発表しま
した。 

退任理事 内藤 邦子 様 

スポーツ委員長としてご活躍頂きました。これか
らもチーフコーチとしてよろしくお願い致します。 
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日に日に暖かくなり、春の足音を感じる今日この頃ですが、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】　バレーボール 【玉　名】　卓球 【宇　城】　ボウリング 【熊　本】　ゴルフ② 【熊　本】　水泳（熊本）

期　日
5/10～7/5

（水曜日）全9回
4/1～5/27

（土曜日）
5/7～6/25

（日曜日）
5/7～6/25

（日曜日）全8回

4/16～6/25
4/30は休み

（日曜日）全9回

場　所 荒尾支援学校
玉名市勤労者体育セン
ター/横島町ゆとりーむ

松橋ボウリング場 サンバレーゴルフプラザ
南部総合スポーツセン

ター屋内プール

時　間 18：30～20:30 10：00～12:00 10：00～12:00 8：30～9:30 14:00～16:00

定　員 なし なし なし 13名 15名

説明会 4/28（金）1９：00～
ふれあい福祉センター

3/17（金）18：30～
玉名市福祉センター内
ボランティアセンター

5/7（日）10：00～
松橋ボウリング場

5/7（日）8：30～
サンバレーゴルフプラザ

4/8（土）10：00～
SO事務局

申込締切 4/21(金） 3/17(金） 5/2(火） 5/1(月） 4/6(木）

申込み先
田島　千尋　宛
荒尾市宮内785

FAX(0968)63-0388

SO玉名ブランチ事務局
宮　貴美代

FAX（0968）72-4844

松岡　喜美子　宛
宇城市松橋町曲野2449-

1
FAX(0964)33-6487

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 田島　光枝 岩下　勝巳 谷川　聖光 緒方　義和 西嶋　昌子

マネージャー 0 0 0 藤本　恵美子 森下　直衞

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】　水泳（長嶺） 【熊　本】　体操 【熊　本】　卓球 【熊　本】　バドミントン 【熊　本】　ボウリング②

期　日 5/13～7/1
（土曜日）全8回

5/14,28 6/11,25
7/9,23

（日曜日）全6回

4/2～5/28
（日曜日）

4/1～5/27
（土曜日）全8回

5/13～7/1
（土曜日）全8回

場　所 ながみねファミリーYMCA 熊本市立体育館（小体育館） 未定 長嶺中学校体育館 水前寺スターレーン

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

定　員 20名 10名程度 15名 なし なし

説明会 5/7（日）10：00～
SO事務局

5/13（土）19：00～
SO事務局

4/1（土）19：00～
SO事務局

4/1（土）19：00～
長嶺中学校体育館

5/10（水）19：00～
SO事務局

申込締切 4/21(金） 5/12(金） 3/24(金） 3/27(月） 5/6(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 濵崎　三郎 小崎　光男 林　健司 山野　秀勝 吉田　祐一

マネージャー 濵崎　智子 TRUE 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

注：参加費については、説明会にて連絡します。

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】
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【熊　本】　サッカー 【熊　本】　ユニファイドサッカー 【熊　本】　自転車 【熊　本】　馬術 【御　船】　水泳

期　日 4/15～7/1
（土曜日）全10回

4/15～7/1
（土曜日）全10回

4/9～11/26
（日曜日）

4/9～10/22
（日曜日）

5/13～7/1
（土曜日）全8回

場　所 熊本大学教育学部附属
特別支援学校

熊本大学教育学部附属特
別支援学校

熊本競輪場 夢☆大地グリーンバレー
御船スポーツセンター

プール

時　間 10：30～12:30 8：30～10:30 10：00～12:00 15:00～17:00 18:00～20:00

定　員 なし なし 20名 なし なし

説明会 4/8（土）10：00～
SO事務局

4/8（土）10：00～
SO事務局

4/1（土）10：00～
SO事務局

3/17（金）1９：00～
SO事務局

5/13（土）18：00～
御船スポーツセンター

プール

申込締切 4/1(土） 4/1(土） 3/31(金） 3/15(水） 5/6(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

川上愛子　宛
御船町滝川1860-3

FAX(096)282-2654

ﾁｰﾌｺｰﾁ 永井　崇雄 永井　崇雄 明瀬　敬二 宮本　亨二 江口　次朗

マネージャー 橋本　好美 橋本　好美 橋本　あゆみ 0 木戸内　富子

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

【八　代】　水泳 【水　俣】　水泳 【水　俣】　陸上 0 0

期　日 4/2～5/28
（日曜日）全8回

4/23～11/26
（日曜日）全8回

4/9～11/12
（日曜日）全8回

1月0日 1月0日

場　所 ミキ・21スイミングスクー
ル

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

0 0

時　間 10：00～12:00 10：00～12:00 10：00～12:00 0:00 0:00

定　員 なし なし なし 0 0

説明会
4/2（日）9：30～

ミキ・21スイミングスクー
ル

4/23（日）9：30～
水俣市総合体育館温水

プール

4/9（日）９：３0～
エコパーク水俣陸上競技

場
0 0

申込締切 3/25(土） 4/16(日） 4/2(日） 1月0日 1月0日

申込み先

松本 朗　宛
八代市田中東町7-11-2

FAX（0965）33-3202
tomoko1959@lib.bbiq.jp

水俣市陣内2丁目15－10
柿本　英行

TEL/FAX（0966）63-
6904

水俣市陣内2丁目15－10
柿本　英行

TEL/FAX（0966）63-6904
0 0

ﾁｰﾌｺｰﾁ 竹内　智代女 前島　睦 中田　佐枝子 0 0

マネージャー 糸山　幸子 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 0

注：参加費については、説明会にて連絡します。

開
　
催
　
予
　
定
　
プ
　
ロ
　
グ
　
ラ
　
ム
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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

【荒　尾】　テニス（前期）
3/5～4/30
（日曜日）

荒尾市テニス場 10:00～12:00

【荒　尾】　フロアホッケー(前期）
2/17～4/14

（金曜日）全9回
緑ヶ丘小学校 18：30～20:30

【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

【宇　城】　陸上
2/5～3/26

（日曜日）全8回
サンアビリティーズグラウン

ド
10：00～12:00

【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

【御　船】　フロアホッケー
１/28～3/25

（土曜日）全8回
御船小学校体育館 18:00～20:00

【八　代】　フロアホッケー
1/22～3/26

（日曜日）全9回
サンライフ八代 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

【熊　本】　ボウリング
1/21～3/25

（土曜日）全9回
ナムコワンダーボール南熊本 19:00～21:00

【熊　本】　ゴルフ
2/26～4/16

（日曜日）全8回
サンバレーゴルフ練習場 8：30～9：30

【熊　本】　陸上
3/5～4/30

(日曜日）全8回
パークドーム周辺 10:00～12:00

 5



 QSK（らぽーる）              1997年 9月 18日第三種郵便物承認 通巻 6028号 2017年 4月 12日 発行（日刊） 

6 

 

『  3 月スケート体験会  〜アスリート募集〜 のご案内   』 

 

アスリート・ファミリーの皆さん、元気ですか〜！ 

スケートシーズン最後の 3月、「スケートを全開で楽しむ！」をテーマに体験会を開催致します。 

レベルを考慮してグループ分けを行い指導しますから、スケート初心者でも大丈夫！ 

しかも、なんとなんとスケートリンク貸し切りです‼ 

さあ、みんなでおおいにスケートを楽しみましょう〜。 

 

下記内容をご確認の上、皆さんのお申し込み、お待ちしています！ 

 期日 /     3月 19日 (日)  ・  3月 26日 (日)     ※  両日でも、1日だけでも参加 OKです 

時間 /     集合 18:45       実施 19:15〜20:45 

会場 /     菊陽サンリースポーツパレス  アスパ （菊池郡菊陽町津久礼 2472） 

定員 /     20名程度 

参加費 /  各回 1,000円で調整中です。     ※ レンタルスケート靴（別途 400円）あります 

申込み〆切 /   3月 15 日 （水） 

申込み先 /  SO熊本事務局 FAX（096）288-2782 

体験説明会 /   3月 11 日（土） 19:00〜   SON・熊本事務局 

 チーフコーチ / 小崎 光男 ・ 玉城 清志 

 

【体験会の主な内容（レベルによるグループ分けあり）】 

● 姿勢や動作をリンク外で確認 

● リンクに入って立ち姿勢や動作を知る 

● 滑りの基本 

●スピードスケートやフィギュアスケートの基本～レベルを上げた内容 

 

【服装  /  準備するもの】 

手ぶくろ、ぼうし、上下長そで長ズボン（濡れても浸透しにくいもの）、着替え（必要な人は準備） 

ヘルメット（持っている方はご持参ください アスパにも無料貸出あります） 

持っている方はスケート靴 

 

★ リンク内は当然寒いですが、滑り出したら人によっては汗をかく場合もあります。 

服装や準備物、その他の質問は説明会で遠慮なくコーチにお訊ね下さい。 

                                  

                                 FAX（096）288－2782 

〈申し込み用紙〉 

   ふりがな（     ） 年齢（     ） 

アスリート氏名（     ） 性別（     ） 

住     所（〒         ） 

電 話 番 号（    ） 同意書の有無（ 有  無 ） 

メディカルチェックの有無（ 有 無 ）    スケートプログラムの経験（ 有 無 ） 

保険加入の有無（ 有 無 ）        登録種別 （ 会員  賛助会員  非会員 ） 
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2017年 3月 

スペシャルオリンピックス日本・熊本各ブランチのアスリートの皆さんへ 

各ブランチにアスリート会をつくることと 

代表アスリートの決定についてのお願い 

 

スペシャルオリンピックス日本・熊本 

アスリート会 会長  藤本 豊 

 

各ブランチのアスリートの皆さんは、プログラムを元気で頑張っていますか？ 

アスリート会は毎月第 2土曜日の午後 2時から 3時まで熊本市の事務局で活動を行っていました。 

しかし、熊本市から遠いブランチのアスリートがなかなか参加しにくいようです。アスリート会では、毎年、

山都町の丸山ハイランドでキャンプをしたり、いろいろなところに出かけて行ったりして勉強しています。 

そして、自分たちのいろいろな問題を解決するために話し合いをしています。 

そこで、各ブランチで、いろいろな活動をするアスリート会を作ってください。 

また、アスリート会の活動の連絡などをするために、各ブランチのアスリート会の代表者を一人決めて欲し

いと思います。下記の用紙を 3 月末日までに事務局へ、FAX(096-288-2782)で返事をしてください。そして、

アスリート会の活動に参加してください。アスリートの皆さんよろしくお願いします。 

  

・・・・・・・・・・・・・・・・・FAX用紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  

アスリート会 会長 藤本 豊 様 

    

     ブランチ名(                      ) 

                        アスリート氏名 (                               ) 

                   ファミリー氏名 (                               ) 

                           連絡先 電話番号 (                                       ) 

 

各ブランチでアスリートがプログラム以外で行っている活動を書いてください。 

（例えば）私たちのブランチでは、○○施設の福祉祭りに毎年参加します。 

○ 

○ 

○ 



 QSK（らぽーる）            1997年 9月 18日第三種郵便物承認 通巻 6028号 2017年 4月 12日発行（日刊） 

8 

2017 年 3 月吉日 

ＳＯＮ・熊本ご支援の皆様   

スペシャルオリンピックス日本・熊本支援 

チャリティーバザー実行委員会 

委員長 北本 恵美子  

 

 

201７ チャリティーバザー 

 

いつも スペシャルオリンピックスに 温かいご理解とご支援をいただきまして、心

よりお礼申し上げます。 

昨年の熊本地震で被害を受けられた皆様には心よりお見舞いを申し上げます。 

不便な生活の中、プログラム再開を望む声に少しづつ活動の場を広げているところ

ではございますが、スペシャルオリンピックスをもっと多くの方に知っていただき、

日常プログラムの充実や活動の輪がさらに広がっていくことの一助になればと、今年

も例年通りチャリティーバザーを開催する運びとなりました。 

昨年同様春の開催となりますが、皆さま方 お誘い合わせのうえ、お出かけくださ

いますとともに、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

                           

記 

日  時   ：   201７年４月３０日（日） 

               11：００～14：００ 

場  所   ：   びぷれす広場 

販売品   ：    手作り品 ・ 未使用品など 

 

 

 

 

 

☆ お問い合わせ先 ☆ 

〒860‐0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 熊本ﾒﾃﾞｲｱﾋﾞﾙ 4F(SON・熊本内) 

TEL 096-288-2781     FAX 096-288-2782 

E-mail so-nkuma@ceres.ocn.ne.jp 
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 2017年 3月 吉日  

SON・ご支援の皆さま 

       

                               NPOスペシャルオリンピックス日本・熊本支援 

チャリティーバザー実行委員会 

委員長 北本 恵美子 

 

 

認定特定ＮＰＯ法人 スペシャルオリンピックス日本・熊本支援 

チャリティーバザー提供品のお願い 
 

皆様におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

平素より、格別のご理解とご支援を賜り、心よりお礼申し上げます。 

ご高承のとおり、スペシャルオリンピックスの活動・運営はボランティアの手で行われ、活動資金

も全て会員会費や企業・団体様からの寄附でまかなわれています。活動の輪が広がる一方で、資金は

昨今の経済事情から思うにまかせない状況が続いています。 

つきましては、今年もスペシャルオリンピックス活動支援のためのチャリティーバザーを開催する

こととなりました。皆様方のご参加をお願いしますとともに、バザーへの提供品も何とぞ宜しくお願

いいたします。趣旨をご理解の上、ご協力賜りますようお願い申し上げます。 

    

  なお、ご提供いただける場合には、お手数をおかけ

しますが、下記の用紙にてチャリティーバザー実行委

員会(SON・熊本事務局内)へ 3月 15日までにご連絡

いただきますようお願いいたします。 

  ※古着と靴についてのお取り扱いはいたしま            

  せんのであらかじめご了承ください。 

 

電話・FAXにて受け付けております。 TEL/096-288-2781 FAX/096-288-2782 

 

 

 

 

お 名 前（              ）      Tel／Fax（                   ） 

 

ご 住 所（〒                                        ） 

 

ご提供頂ける品物（                                      ） 

            

（   ）持参します           （   ）取りに来てほしい 

 

  
ご記入いただきました個人情報につきましては、本件に関する用件でのみ使用いたします。 

チャリティーバザー提供品受付票 

☆チャリティーバザー 

日 時： 2０１７年４月３０日（日）        

１１：００～１４：００ 

場 所： びぷれす広場 

販売品： 提供頂いた手作品・未使用品 
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チャリティーバザー実行委員会 

委員長  北本 恵美子 

 

ＳＯＮ・熊本支援 2017 春のチャリティーバザー 

お知らせ及びご協力のお願い 
 

いつも スペシャルオリンピックスに 温かいご理解とご支援をいただきまして、心よりお礼申し上げます。 

スペシャルオリンピックスをもっと多くの方に知っていただき、日常プログラムの充実や活動の輪がさらに広がっ

ていくことの一助になればと、今年もチャリティーバザーを開催いたします。 

皆さま方 お誘い合わせのうえ、お出かけくださいますとともに、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

なお、バザーへの提供品のお願いも、今回 3 月号らぽーるに同封させていただきました。どうぞ、よろしくお願い

します。 

記 

日    時    ：   2017年 ４月 ３0日（日） 11：００～14：００ 

場    所    ：   びぷれす広場 

販 売 品   ：   手作り品 ・ 未使用品など 

 

☆提供品 

手作りの品物・未使用品がございましたら、事務局までお持ちいただくか、各プログラム参加時に 

代表者へお渡しください。年々提供品が少なくなっております。ご協力をお願いします。 

☆提供品の呼びかけ 

お知り合いの企業さま、勤務先などに提供品のご協力をお願いできませんか？ 

もし尋ねてもいいところがありましたら、ご紹介ください。実行委員会がお願いに上がります。 

☆お手伝いの募集 

値付け（ 3月 27日、 28日、２9日）と当日（ 4月 30日）にお手伝いいただける方は、下記にお名前を 

ご記入の上ＦＡＸ事務局（096-2８８-２７８２）、または電話にて（ 090-9577-2995 ）北本までご連絡下さい。 

 

 値 付 け 当日のお手伝い 

場 所 事 務 局 事 務 局 び ぷ れ す 広 場 

月 日   3 月 27 日 3 月  28 日  3 月 29 日 4 月 30 日 4 月 30 日 4 月 30 日 

時 間 9 時～ 9 時～ 9 時～ 9 時～ 10 時～12 時 12 時～2 時 

氏 名      

 

 

 

電 話      

 

 

 

 

☆ お問い合わせ先 ☆ 

    特定非営利活動法人  スペシャルオリンピックス日本・熊本支援 チャリティーバザー実行委員会 

〒８６０－０００１ 熊本市千葉城町 5-50 熊本ﾒﾃﾞｲｱﾋﾞﾙ 4F(SON・熊本内) 

TEL 096-288-2781     FAX 096-288-2782 

E-mail so-nkuma@ceres.ocn.ne.jp 
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ＳＯＮ・熊本ファミリー会の皆様へ 

第 16回チャリティー茶会の 

お手伝いアスリート募集 

日時：平成 29年 5月 14日(日) 9：00～15：00 

場所：泰勝寺跡（立田自然公園内） 

内容：SON・熊本支援のチャリティー茶会で、着物を着てお抹茶やお菓子を   

運ぶお手伝いです 

 

※ 着物のクリーニング代をご負担いただきます 

※ 昼食は準備します 

 

着物を準備してくださるのでお手伝いできるアスリートの 

① 名前 ②性別 ③身長 ④体重 

を 3月 31日(金)までに、事務局に FAXでご連絡下さい 

    尚、応募者多数の場合はこちらで調整させていただきますので何卒ご容赦 

下さい 

 

連絡先：SON・熊本事務局  TEL096－288－2781 

FAX096－288－2782 

          

      

チャリティー茶会お手伝い申し込み 

お名前（                   ） 

連絡先電話番号（               ） 

性別 （ 男 ・ 女 ）  身長（       ㎝）  体重（       ㎏） 

着物の準備 （ 要 ・ 不要 ） 

参加時間 （ 9：00～12：00 ・ 11：00～15：00  ） 

                    ※希望の時間帯に○印をつけてください 

その他（                                   ） 
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ブランチ活動報告 総会の中で各ブランチの活動報告がありました。地震でプログラムができなかったこと、久し
ぶりに再会した時のことなど、コーチやアスリートから発表がありました。それぞれ、工夫ある活動がされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月２６日（日）白川教会で壮行会＆チャリティコンサートが開催されました。 

壮行会では、今回スノーシューイングで日本代表として、SON・熊本から出場する緒方愛さん、吉田彩さんを激励しよ

うと、たくさんの方がお集まりになりました。 

 

２０１７年 SO冬季世界大会 壮行会・チャリティコンサート 

 

今年もブランチで

の活動も、頑張り

ましょう！ 

いよいよ大会本番です。持

てる力を存分に発揮してき

てください。頑張れ～ 

3月１４日 日本出発！！ 

 

本田さん、山本さんによるチャリティコンサート 津軽三味線とピアノのコラボ 

司会はアスリートの黒田 
ひかりさんと竹屋 純子さん 

開会の言葉  アスリ
ートの早野 鷹王さん 

丸本実行委員長 挨拶 

植木 

御船 

八代 

小国 

玉名 

荒尾 
水俣 

熊本 

多くの人が応援に来てくださいました 

大会の意気込みを話す 
緒方 愛さんと吉田 彩さん 

アスリートの皆さんから送られた横断旗と！ 

大山 桂司さんによる応援

歌 

 

アスリートによるエール！ 
「 フレー、フレー 」 

迫力のある
津軽三味線
の演奏とピア
ノのコラボレ
ーションで楽
しみました。 
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日 曜日 2017 年 3 月の行事予定 

12 日 
テニス・ボウリング・スノーシューイングコーチ

クリニック 

20 月 臨時総会 

日 曜日 2017 年 4 月の行事予定 

30 日 チャリティーバザー（びぷれす広場） 

※常務理事会・合同委員会・ＳＰ委員会常時開催 

QSK NEWS LETTER  らぽーる 

  発   行  ： 九州障害者定期刊行物協会 

    福岡市中央区天神 1-16-1 毎日福岡会館７F 

  編   集  ： スペシャルオリンピックス日本・熊本 

  編 集 日  ： 2017年 3月 10日 

  編集ｽﾀｯﾌ  ： SON・熊本広報委員会 

  定   価  ： 100円（代金は会費に含まれています） 

2017 年度入会・会員継続ありがとうございます（2017 年 1/1～2/28 受付分 敬称略 順不同）     

【個人会員】   

馬場朋子 中島裕一郎 中島瑠菜 河野直也 髙塚久美子 橋本あゆみ 藤本猪智郎 林田素行 大塚淳子 小座本明美 赤星和明 

岡部壮汰 明瀬敬二 備後由喜江 村上和子 大嶌エイコ 田尻富子 前田阿由美 前田拓海 吉田祐一 吉田裕子 田中俊夫 那須二郎 

那須五恵 山部頼子 山下民翁 山下律子 工藤美喜子 風間悠子 飯嶋一郎 飯嶋千鶴 北野美津代 永見京子 川上愛子 緒方夏子  

本田香織 中村洋子 森田淳一 松尾興和 坂本公 金森克江 中島昌道 中島和子 森下直衞 藤本吉子 三森加代子 森千代子 

前島睦 西嶋昌子 木庭良成 荒木秀子 浦中公明 浦中由美子 池上裕樹 西郡隆信 兒島琢也 杉野直矢 小西盛夫 小西ツギ子 

松尾和子 有馬駿之介 有馬理奈 品川淳一 大塚昭彦 大塚和昭 玉城清志 一圓留美子 保田清美 宮中由紀子 中原公治 緒方愛 

緒方初美 白石ひろ子 平山峰子 井野常雄 江口次朗 中道征太 宮孝人 宮貴美代 駒田利子 浜崎三郎 浜崎智子 古荘文子 

杉本真一 山長やすゑ 永田きよみ 山下紘子 田上航大 加藤勤子 早野奈々 山田省子 田村惠子 村上重徳 上村かおり 上村千代

子 成清章 古田めぐみ 宮島まり 塚本雄二 古賀和枝 内藤邦子 岡﨑智幸 前田耕一 宮﨑保人 鎌田のり子 定律子 今村和博 

園田健治 北島和子 北島宣夫 北神飛翠 松本朗 與縄順子 田中智子 後藤和男 永井カオル 竹屋純子 栗秋淳子 稲葉真須美 

小杉直 木村文彦 井芹護利 髙木健次 本田浩二 園田勇人 迫みゆき 田上聖 阪本崇 松永孝子 緒方美幸 山田信枝 淵上廣子 

原幸代子 坂本正 吉尾覚史 髙田浩子 井澤厚子 岡部美知子 本田育子 本田琢也 田中由委子 玉眞洋子 門田都 前田典子 

岡本峻平 甲斐田美穂 山内靖子 黒田雄一郎 黒田しのぶ 塚本真一 小川薫 
 

【団体会員】   

熊本りんどうライオンズクラブ 人吉電気工事㈱ 味岡建設㈱ 第二つつじヶ丘学園 一般社団法人ストレングス （資）中島石油 

一般財団法人熊本県スポーツ振興事業団 ㈱シアーズホーム 公益社団法人人吉地区法人会 ネオ UDサークル 九州電力㈱熊本支社 
 

【個人賛助会員】   

溝口啓子 橋本義喜 木原佑 五嶋和明 小座本広海 小座本守 緒方夕佳 赤星素美 井上リュウ 河野静江 村上直子 田尻久富 

吉田彩 那須響 大嶋和博 山部和也 工藤利博 村端宏映 福田邦子 風間一朗 飯嶋輪 芝田猛 酒井健二 緒方美央 緒方咲佳 

佐藤タカ 中村真之介 森田浩二郎 島卓郎 金森考司 三森至加 森勇樹 森響也 竹原宗二 木庭良愁 浦中賢 古江みさ子  

池上智美 西郡隆雄 兒島重則 兒島豊子 松尾幸和 品川征士 大塚加代子 一圓舞 矢澤幸乃 宮中珠江 中原由貴 光永芳史 

白石大輔 平山めぐみ 井野陽介 宮崎真治 中道通子 宮由紀 駒田幸之介 浜崎貴大 山長誠 山長奨 山長由佳 永田鈴夏 加藤滋 

早野鷹王 三井邦子 角田恵美 村上雄一朗 上村敏継 秋口憲輔 西田勉 和田幸弘 宮島大伸 塚本祐規 古賀雅也 宮﨑進一  

野田桂加 宮本春樹 今村颯 中村朱里 立尾慎士 北神恭子 田中基幹 樽海マイア 後藤崇志 栗秋範子 栗秋一彦 井上浩二  

稲葉友紀 白瀬貴美子 馬場初子 木村諒 井芹尚平 本田直也 宮本はるの 植田大仁 植田和江 野口修一 園田ヒカル 前田隆志 

松永知子 緒方憂斗 右田よし子 西二郎 山田一信 淵上真吾 渡辺四季 渡辺倫子 皆月由美子 金澤慶侑 岡部勇樹 浅原百合子 

大杉研至 田中礼士 玉眞聖那 玉眞健登 釼晃太 釼由美 門田彪雅 前田一光 岡本雅美 山内隆史 小川雄大 小川弘子  

黒田ひかり 塚本博文 竹本尚代 
 

【団体賛助会員】  

障害者支援施設しょうぶの里 国際ソロプチミスト熊本 国際ソロプチミスト熊本-わかば 国際ソロプチミスト熊本-さくら  

税理士法人近代経営 熊本朝日放送㈱ 
 

ご寄付等ありがとうございます（2017 年 1/1～2/28受付分 順不同）   

柳井理生 中満いく子 田中俊夫 工藤美喜子 西郡隆信 兒島重則 松尾和子 和田裕 迫みゆき 井澤厚子 

「らぽーる」をカラ―でご覧いただけます。 

  
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 

 

３,４月号内容物 

・総会を終えて、総会の様子、各ブランチ報告、 

壮行会及びチャリティーコンサート 

・スポーツプログラム・アスリート会からのお知らせ 

・SO バザー・ﾁｬﾘﾃｨー茶会、お運びアスリート募集 

・臨時総会案内、会費納入、行事予定など 

会費納入のお願い 

 「2017 年会員・賛助会員 新規ご加入・ご継続のお願
い」と振込用紙を同封しています。ご覧いただき、皆様
のご協力をお願いします。尚、このニュースレター「ら
ぽーる」の発送費用は、この会費で賄っております。 

 

臨 時 総 会 開 催 
 日時：2017年 3月 20日（月・祝日）14:45～ 
 
 場所：サンアイ水前寺ビル 3F（新水前寺電停そば） 
    熊本市中央区国府１丁目 11-2 
 

 

 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              


