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2018 年
11 月

創立２５周年記念

第１５回 SON・熊本地区大会 報告
2018 年地区大会もアスリートが日常プログラムの頑張りをおもいっきり表現することができた大
会になりました。今年はナショナルゲームが愛知で行われ、その前後の日程での大会運営で大変なこ
ともありましたが、コーチやファミリー、そして地域の方をはじめ多くのボランティアの皆様の力で、
地区大会を作り上げることが出来ました。スペシャルオリンピックスの広がりを実感できる大会にな
りました。
スペシャルオリンピックスの活動を通して、楽しい時間を過ごすことができるアスリートやボラン
ティアの方は、まだまだたくさんいると思います。共生社会の実現に向けて、それぞれの立場で、さ
らにこの活動を広げていくことができたらと願っています。
スポーツ委員長
黒田 雄一郎

開会式：１０月２７日熊本学園大学高橋記念ホール

陸上自衛隊第 8 音楽隊の演奏

熊本のゆるキャラ大集合

アスリート宣誓！

Cherry Blossom のパフォーマンス

デメーテル男性合唱団の歌声

選手団入場

☆地区大会でのアスリートの活躍の様子は、12 月号に掲載します。お楽しみに！！
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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沢山のごちそう

陸上自衛隊第８師団によるカレーラ
イス、黒髪校区の有志の方やボランテ
ィアの方が作ったフルーツポンチを食
べながら、SON・熊本のアスリート・
コーチ・ファミリー、SON・福岡の方々、
益城中やご来賓の皆さんと交流会があ
りました。今年は、じゃんけん大会も
あり、素敵な手作りバッグや巾着、テ
ィッシュケースなどがプレゼントされ
ました。

潮谷理事長の挨拶

H A
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おいしかった！！

じゃんけん、勝ったよ！！

P（ヘルシーアスリートプログラム）

今年も地区大会・交流会の一角に、ヘルシーアスリートプログラム
（HAP）を設けました。延べ 30 人が健診を受けました。HAP が日々
の健康な生活に役に立つように、もっと多くのアスリートに健診をし
てもらいたいので、次回は日程や時間帯を考えたいと思います。
歯科健診：熊本市歯科医師会（福井先生・町田先生・岡村先生）
歯科衛生士：熊本県歯科衛生士会
眼科健診：武藤先生・看護師 2 人
栄養相談：大塚先生
何でも相談：本田先生・河田先生
HAP 担当：中島・古荘・備後

なんでも相談

歯科健診

栄養相談

眼科健診

決定！！２０１９年スペシャルオリンピックス夏季世界大会・アブダビ 日本選手団
来年、3 月 14 日から 21 日までアラブ首長国連邦のアブダビで行われる世界
大会に熊本からは５人のアスリートと２人のコーチが選ばれました。
（日本から
は 67 名のアスリートが 11 種類の競技に参加します。
）
アブダビ

【バレーボール】
アスリート 兒島
江崎
コーチ
山下
【ボウリング】
アスリート 吉田

琢也、田中 礼士、
勇、大宅 杏佳
律子

追加スタッフ 西嶋

彩
昌子

※アブダビ応援＆観戦ツアーの案内が届いております。
参加希望の方は、熊本事務局へお早めにお問い合わせ下さい。
全日程コース：3 月 13 日～22 日
前半コース ：3 月 13 日～19 日
後半コース：3 月 17 日～22 日

２

短期間のうちに 3 回の
合宿を経験し、出発し
ます。体調を万全に整
え、世界大会に向けて
頑張ります。
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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】
2018年

スポーツプログラムのご案内
朝晩は冷え込んできて、秋の訪れを感じる頃となりましたね。
スペシャルオリンピックス日本・熊本では、下記のプログラムを計画しております。
参加ご希望の方は、下の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。
【必要事項】
〈アスリートの方〉1.希望プログラム名
6.同意書の有無

2.氏名（ふりがな）

7.メディカルチェックの有無

9.これまで経験のあるプログラム
〈コーチの方〉

3.年齢（学年）

1.希望プログラム名

5.住所・電話番号

8.同プログラム参加経験の有無

10.保険加入の有無

2.氏名（ふりがな）

4.性別

11.会員・賛助会員

3.年齢（学年）

4.会員・賛助会員・非会員

※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。

（※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※）

☆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）
【熊本】バドミントン

【植木】スノーシューイング 【八代】フロアホッケー

11/17～1/26

12/2～2/17

Ｈ31年1/20～3/24

（土曜日）変則8回

（日曜日）全10回

（日曜日）変則8回

場 所

長嶺中学校体育館

北区東芝生広場

八代サンライフ体育館

時 間

19：00～21：00

9：30～11：30

10：00～12：00

定 員

15名

なし

30名

参加費

200円／1回

200円／1回

200円／1回+（会場負
担金未定）

期 日

開
催
予
定

11/14（水）19：00～
説明会
ＳＯＮ熊本事務局

プ
ロ

Ｈ31年1/20（日）9：30～
後日連絡

申込締切

11/14（水）

八代サンライフ体育館
11/24（土）

1/20（土）厳守

熊本市中央区千葉城町

緒方 初美 宛

松本 朗 宛

5-50

熊本市北区植木町今藤293

ＦＡＸ0965-33-3202

熊本メディアビル4Ｆ

ＦＡＸ096-272-4505

又は陸上プログラム中

松本 富子

松本 朗

SON事務局

グ
ラ 申込み先
ム

ＦＡＸ（096）288-2782
チーフコーチ

山野 秀勝

糸山 幸子

マネージャー
コーチトレーニング

プログラム初日

プログラム初日
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現在開催中のプログラム
【ブランチ】種目
【小国】フロアホッケー
【植木】陸上
【熊本】ユニファイドサッカー
【熊本】サッカー
【人吉】陸上
【熊本】ボウリング
【水俣】陸上
【玉名】フロアホッケー
【玉名】卓球
【熊本】水泳（水前寺・土）
【熊本】水泳（水前寺・日）
【八代】陸上
【宇城】ボウリング
【御船】フロアホッケー
【熊本】陸上

期 間
1/14～第2日曜日
通年実施
9/2～11/18
（日曜日）全12回
9/1～12/1
（土曜日）全10回
9/1～12/1
（土曜日）全10回
9/30～12/2
（日曜日）全9回
9/1～11/17
（土曜日）全11回
5/13～12/9
（日曜日）全8回
10/19～11/18
金曜4回･日曜1回
9/1～11/17
（土曜日）全8回
10/6～11/17
（土曜日）変則8回
10/7～11/18
（日曜日）変則8回
10/7～12/9
（日曜日）全8回
10/6～12/8
（土曜日）全8回
10/13～12/8
（土曜日）全8回
9/30～11/25
（日曜日）全8回

時 間
10：00～12：00
9：30～11：30
8:30～10:30
10:30～12:30

会

場

小国支援学校 体育館
吉松小学校
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

10：00～12：00 あさぎり町深田小学校グラウンド
19：00～21：00 ナムコワンダーランド南熊本店
10：00～12：00 エコパーク水俣陸上競技場
18：00～20：00 荒尾市緑ヶ丘小学校
10：00～12：00 横島町ゆとりーむ
16：00～18：00 熊本市総合体育館（屋内プール）
14：00～16：00 熊本市総合体育館（屋内プール）
10：00～12：00 県営八代運動公園陸上競技場
10：00～12：00 松橋ボウリングセンター
18：00～20：00 白旗小学校体育館
10：00～12：00 パークドーム周辺
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撃汀
∴81219㊥

ランナー

9：00受付開始9；30−開会式圃
場所熊本県農業公園カントリーパーク

ボランティア
題目／参舶コスチュ￣ム親との鴇鵬や飛ひ鵜多数

（合志市栄3802−4）

○主催熊本YMCA

個 人

ファミリーラン

グループラン

I skm I Ilkm寡ES ISkm〇一崩鴎の葛

S共催．ワイズメンズクラブ国際協会西日本区九州部
公益財団法人日本YMCA同盟／国際賛助会（FCSC）

タイムレース
3，000円
／1人

ファンラン
たすきルー
3，000円
10，000円／1チーム
／1家族（4人まで） 小学生タイムレース
3，000円／1チーム

S全国協賞

AMitsubishiCorpcmtion FUJITSU

申込締切

お申込みはWEBで

11月30日㊨。認諾夢二へ

Oプライズ・スポンサー：

キャセイパシフィック航空会社 アメアスポーツジャパン株式会社

ーささ

＼＿ 、フードパークが登場！
S全国後援・内閣府 厚生労働省∴偶〉全国社会福祉協績会
○後援．熊本県 熊本市 合志市 熊本調教育委員会 熊本県社会福祉協照会
熊本県肢体不自由児協会 熊本県身体議書薯福祉団体連合会
熊本県PTA連合会

来場者の皆さまのお腹を満たす
楽しくて、おいしい食べ物を販売

YMCAフィランソロピー協会

熊本YMCAチャリティーラン実行委員会事務局
お問い合わせ先

チャリティーラン熊本IQ

TeLO96−353−6397（本部事務局）E−ma旧cr＠kumamoto−ymCa．org

謡

圏
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2018 年度 SON・熊本 活動報告及びナショナルゲーム報告会のご案内
本年度は、9 月愛知で開催されたナショナルゲーム、また第 15 回地区大会など多くのアスリートが活躍する
場面を見ることが出来ました。各ブランチでも活発な活動が行われたことだと思います。
そこで、熊本県内のアスリートやコーチ、ボランティアが一同に会し、日頃から頑張っている活動を共有した
いと考え、下記の要項で「SON・熊本 活動報告及びナショナルゲーム報告会」を開催したします。また、合わ
せて『ブランチ会』も行います。ぜひ皆さまにご参加いただき、今年の活動に感謝し、来年度に向けてアスリー
トたちのさらなる飛躍を願って皆でエールを送りましょう！
尚、この時に 3 月アブダビで開催される WG（世界大会）に参加する選手団をご紹介します。

＜ブランチ会＞
○日時：2018 年 12 月 16 日(日)10：30～12:30
✻詳細は、メールで各ブランチ長にお知らせします。
必ず各ブランチからお一人はご参加下さい。
＜活動報告及びナショナルゲーム報告会＞
○日時：2018 年 12 月 16 日(日)13：30～15:30
※ナショナルゲーム選手団の皆さんはご参加頂き、各競技からのご報告をお願いします。
○会場：慈愛園ホール

熊本市中央区神水 1-14-1

○会費：一人 200 円
○内容：13:30～13:40

一年間の活動を映像で・・（アスリート会）

13:45～14:30

各ブランチ・プログラム活動報告

14:30～14:50

ナショナルゲーム報告

14:50～15:00

WG 出場選手団紹介

15:00～15:30

茶話会、お楽しみ会

☆みんなで、ダンス

片付け・閉会
11 月 30 日(金) 締切

SON・熊本 事務局 行き（Fax０９６－２８８－２７８２）

＜ 活 動 報 告 及びナショナルゲーム報告会
代表者お名前：
ご連絡先：℡

お名前

＞

ご所属：
fax

区分

出欠

駐車場利用

当てはまるものに○

どちらかに○

どちらかに○

アスリート・ファミリー・コーチ・ボランティア

出席・欠席

有・無

アスリート・ファミリー・コーチ・ボランティア

出席・欠席

有・無

アスリート・ファミリー・コーチ・ボランティア

出席・欠席

有・無
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2018 年 9 月 22（土）～24（月）の 3 日間にかけて、愛知
県にて「2018 年第 7 回スペシャルオリンピックス日本夏季
ナショナルゲーム・愛知」を来年アラブ首長国連邦のアブダ
ビで開催される 2019 年スペシャルオリンピックス夏季世界
大会・アブダビの日本選手団選考を兼ねて開催されました。
全都道府県の 47 地区より選手団 1,602 名（アスリート
996 名、パートナー4 名、コーチ・役員 602 名）熊本からは、
アスリート 37 名、パートナー1 名、コーチ 12 名、団長他 4
名、合計 61 名の選手団が参加し、3,800 名のボランティア
の方々のご協力の下、今大会を目標に日々のトレーニングに
励んできたアスリートたちは、全ての力を発揮し、競技を行
うことができました。

アスリートの詳しい活躍は SON・熊本の HP にある大会ブログをご覧ください。
※

8

写真提供

SO 日本、SON･熊本
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2018 年度入会・会員継続ありがとうございます（2018 年 8/21～10/20 受付分 敬称略 順不同）
【個人会員】 野間晴美 吉山美紀 永野翔平 松﨑真理子 木村文彦 深浦由美子
【個人賛助会員】 吉山優衣 丸山幸太 菊池佳奈 福原民恵 瑞穂信也 木村諒 中上心春 本田美弥
【団体賛助会員】 熊本中学･高校陸上部 OB･OG 会
ご寄付等有難うございます（2018 年 8/21～10/20 受付分 順不同）
樽海マイア

輝け！アスリート！！

パイロットクラブ チャリティーウォーク参加
１０月７日(日)、パイロットクラブのチャリティーウォークに参
加しました。動物園から江津湖まで晴天のもと、いろいろ異なっ
た作業所の皆さんや支援者の方々と楽しくお喋りをしながら歩
きました。全国のパイロットクラブが
SON の支援団体となったそうです。
ペルーからの参加もありました。

絵画編

きょうされん（共同作業所
連盟）のグッズデザイン
コンクールで入賞し、はた
らく仲間のうたカレンダー
の絵に採用されました。京都
国際会館で行われた第 41 回
全国大会（9/21~22）で表彰を受けました。五千人を前に
賞状を貰い、とてもうれしかったです。これからも楽しくな
る絵を描きたいです。
（植木ブランチ 緒方 愛）

※パイロットクラブとは…
「よりよい社会づくり、ひいては世界
平和の水先案内人になろう」という
理想を掲げ、活動をしている地域密着型の
奉仕団体です。米国をはじめ、世界に 200 以上のクラブが
あります。

輝け！アスリート！！
～地区大会 ボランティア説明会～

ASE 主催の「Kumamoto Smile Collection」（ファッション
ショー）に SON・熊本から１２名のアスリートがモデルとし
て出場します。１１月２４日（土）午後、新市街の特設ステ
ージで行われます。
詳しい時間は、HP
や Facebook でお知
らせします。
ランウェイを颯爽と
歩く姿をぜひご覧に
お出かけください。

１０月６日（土）アスリート理解や競技
及び開・閉会式についてボランティア
の高校生・地域の皆さん・企業・支援学
校の先生などへの説明会をおこないま
した。また、テニスパートナーの益城中
学校や国府高校、陸上と閉会式に参
加の嘉島中学校にも「出前ボランティア
説明会」をしました。ここでの学びを生
かして、アスリートと一緒に、秋空のもと
貴重な経験ができたことでしょう。

YMCA チャリティラン！

11 月の行事予定

毎年恒例になりました YMCA チャリティラン！
今年も１２月９日(日)開催です。
お問い合わせは事務局まで。奮ってご参加くだ
さい！出店も募集中です。

菊池郡市「なかよしフェスタ」

9 日(金)
11 日(日)

イオンイエローレシートキャンペーン

23 日(金・祝)

ゲームの日
12 月の行事予定

11 月号内容
・地区大会・開会式他
・ナショナルゲーム写真特集 ・スポーツプログラム
・チャリティーラン ・活動報告会案内 など
「らぽーる」を WEB でご覧いただけます。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

スペシャルオリンピックス日本・熊本

モデル編

検索

2 日(日)

九州ブロック会議

9 日(日)

YMCA チャリティラン ＠カントリーパーク

16 日(日)

ブランチ会

16 日(日)

活動報告会及びナショナルゲーム報告会

※常務理事会・合同委員会・ＳＰ委員会隋時開催
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