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２０１９年 ３月１４日～３月２１日 ＠アラブ首長国連邦 アブダビ＆ドバイ
中東で初のワールドゲームが UAE のアブダビとドバイで、盛大に行われました。UAE は、緑の多い、き
れいな国でした。
195 カ国という過去最高の参加国数となった今回の世界大会の開会式。入場順番は、アラビア語のアルフ
ァベット順なので、ちょうど真ん中くらいに日本選手団 74 名の一員として熊本の 5 人のアスリートはスタ
ンドを埋め尽くした観客の大きな拍手の中、堂々と行進しました。
また、どの競技会場も素晴らしいもので、選手たちは自分の持てる力を最大限に発揮し、精一杯のパフォ
ーマンスを繰り広げました。
熊本からは、バレーボール（兒島 琢也、江崎 勇、田中 礼士、大宅 杏佳、山下 律子コーチ）と
ボウリング（吉田 彩）に出場しましたが、いずれも接戦続きの好ゲームの中、
全力で戦いました。熊本からの応援団も連日、競技会場に駆けつけて大きな
声援を送っていただきました。
閉会式では、いろいろなジャンルのアーティストによる共演があり、会場は
大いに盛り上がりました。日本選手団もたくさんの国々のアスリートと交流し
ていました。２年後の冬季世界大会の開催国スウェーデンの紹介もありました。
世界大会出発までに、多くの方々より受けた声援が、熊本選手団一人一人の
力につながりました。応援ありがとうございました。

閉会式のフィナーレ

開会式での日本選手団入場行進

熊本市長表敬訪問

熊本選手団の結果
【バレーボール】
銀メダル
熊本の応援フラッグを持
つバレーボールチーム

【ボウリング】
シングルス 金メダル
団体戦
ダブルス

！！

銀メダル
銅メダル
応援団の熱い声援！
＠ボウリング会場
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44 月 16 日@熊本市役所

熊本選手団が、大西熊本市長を表敬訪問しました。
竹屋事務局長からの概要説明、山下律子コーチより結
果報告があり、吉田彩さんが代表して挨拶をしまし
た。大西市長よりご挨拶をいただき、その後の歓談で
は大宅さん、江崎く
んも感想を述べまし
た。
市長は地区大会は
じめ SO の活動に参
加したいそうです。
楽しみですね。
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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ボウリング入場シーン

バレーボール日本チーム表彰

ボウリング

バレーボール

大宅

杏佳

バレーボール

バレーボール

バレーボール

江﨑
。

兒島

田中

勇

琢也

ボウリング

シングルス表彰

吉田

彩

礼士

日本選手団は 3 月 7 日に羽田を発ち 22 日に元気に帰国しまし
た。熊本からはボウリングに 1 名、バレーボールに 4 名のアスリ
ートが出場しました。
UAE の文化、食事また世界中から集まった仲間たち、ボランテ
ィアの方々との交流など素晴らしい体験ができました。試合もト
レーニングの成果を十分発揮でき、2 競技ともメダルを獲得でき
ました。改めてご支援、応援してくださった皆様方に感謝申し上
げます。アスリートの皆さんはこの経験を自信に変え、これから
の人生に活かしてほしいと願っています。
（バレーボールコーチ 山下律子）

2019 年 3 月 30 日(土) 東京文教学院大学内会場で
SON 設立 25 周年にあたり、中村勝子 SON・熊本 副
理事長に表彰状が送られました。受賞後のスピーチで
は、25 年前を振り返っていかにして SON が設立した
のかなど、最初の SO のアスリートでもある知子さんの
話しも含めて語られました。日本全国から集まってい
た各地域の代表者、また講師の先生方・報道関係の皆さ
んも感動に包まれていました。
祝賀会には、細川佳代子さんもご出席され心温まる
スピーチをなさいました。SON 三井会長、有森理事長
より全国から集めた 1000 枚の写真で作ったお二人の
モザイク写真パネルを、この 25 年間のお礼と感謝の気
持ちをお言葉にしてパネルをそえて差し上げられまし
た。会場は、25 年分の素敵な笑顔でいっぱいでした！
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２回目の世界大会応援になりましたが、前
回同様に「世界大会の応援がアスリートの力
を 120%引き出すということ。」
「ファミリーが
とても大切にされていること。
（ファミリーラ
ウンジでは食事が無料提供され、会場への出
入りも自由でした。
）を感じました。今回新た
に感じたことはボランティアを大切にしてい
ること。閉会式ではボランティアの入場行進
がありました。このような場に娘を出場させ
ていただき、貴重な体験をさせていただいた
ことに心より感謝いたします。
（吉田彩 父）

3 月 30 日（土）・地区連絡協議会
・地区マネジメント交流会
3 月 31 日（日）
・事務局長・SP 委員長及び
上半期ブロック別会議
今年度は、SON が策定したビジョンとゴールの最終
年でもあり、次のビジョンを考えていくうえで重要な
一年でもあります。本会議ではこれらのことを踏ま
え、外部講師（大河 正明 B リーグチェアマン）
、ステ
ークホルダー（SO に関わる人）の皆さんとのディス
カッションを通じ 25 年の国内 SO 活動で成し得たも
のを評価しつつ、次の 25 年に向けて新たなビジョン
の話し合いが行われました。有森理事長の『特別から
あたりまえに』と題しての講話、ユニファイドスポー
ツを通じた多様性のある社会実現に向け、SON とパー
トナーシップを交わした B リーグの大河氏から SO に
寄せる期待などを聞くことが出来ました。また、福岡
のアスリート理事のコングレス（会議）報告に、アス
リートがスポーツだけでなく多くのことに挑戦して
いく姿が垣間見えました。
ブロック会議では、①コーチクリニックのあり方、
②認定コーチ研修会のあり方、③プログラム運営の仕
方、④ナショナルゲームのあり方（NG 参加条件、ク
オータの決め方、WG 派遣選手選考など）について、
各地区から問題点や N への申し入れ等内容の濃い会
議となりました。（黒田、竹屋）
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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

2019

新緑まぶしい季節となりました。皆様お変わりなくお過ごしのことと思います。
下記のとおりプログラムを計画しておりますので 参加希望の方は、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。
〈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.員・賛助会員
〈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） 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。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。 説明会には写真（スナップ可）をご持参下さい。

期

日

開

【御船】競泳

【水俣】陸上

6/1～7/20

6/2～10/13

所

予

時
定

間
員

定

参加費

プ

説明会

御船スポーツセン
ター

申込締切

ロ

7/7～8/25

（土曜日）全8回

吉松小学校体育館

熊本ローンテニ
スクラブ

9：30～11：30 17：30～19：00

なし

10名

なし

なし

申込者に後日連絡

200円/回

６００円/回

200円/回

15名
200円+会場負
担金/回

ム

5/18（土）14：00～

エコパーク水俣陸上
競技場

荒尾市福祉センター

かがやき館

SON・熊本事務局

5/25(土）

5/24（金）

5/19（日）

6/22（土）

5/17（金）

御船ブランチ

水俣ブランチ事務局

川上
申込先

5/18～

（日曜日）全8回

6/1(土）18：00～ 5/25（土）13：00～ 5/24（金）19：00～ 6/29（土）18：00～

グ
ラ

6/9～8/11

（土曜日）全8回 （日曜日）変則10回 （日曜日）全10回
御船スポーツセン エコパーク水俣陸上 パスカワールドグ
ター
競技場
リーンランド店
18：00～20：00 10：00～12：00 10：00～12：00

場
催

【荒尾】ボウリング 【植木】ボッチャ 【熊本】テニス

愛子

宛

柿本

荒尾ブランチ

宛

御船町滝川1860-3

水俣市陣内2-15-10

FAX(096)282-2654

FAX(0966)63-6904

田島

千尋

宛

荒尾市宮内785

植木ブランチ
緒方

初美

宛

ＳＯＮ・熊本事務局

熊本市北区植木町今藤293 熊本市中央区千葉城町5-50

FAX（0968）63-0388 FAX（096）272-4505

熊本メディアビル5Ｆ
FAX(096)288-2782

チーフコーチ

江口

次郎

柿本

英行

品川 淳一
河田 博子
プログラム初日

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

【宇城】競泳

【人吉】競泳

7/14～9/1

6/30～9/22

（日曜日）全8回

（日曜日）全12回
あさぎり町B&G海洋
センタープール

松本

富子

プログラム初日

【熊本】ﾕﾆﾌｧｲﾄﾞﾊﾞ 【熊本】SOボッチャ
ｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
6/2～7/28（7/7除く）
6/2～7/28

秦

美保

プログラム初日

【八代】競泳
7/14～9/29

期

日

場

所

不知火温水プール

催

時

間

10：00～12：00

10：00～12：00

10：00～12：00

予

定

員

なし

なし

なし

なし

なし

200円+会場費/回

200円+会場費（200
円程度・参加人数によ
る）/回

200円+200円/回

開

定

参加費

プ

400円/回

ロ
申込締切

ラ
ム

（日曜日）全8回

熊本YMCA体育館

龍田の森体育館

（日曜日）全8回
ミキ21スイミング
スクール

10：30～12：30 10：00～12：00

7/14（日）9：30～ 6/15（土）13：00～ 5/30（木）19：00～ 5/29（水）19：00～ 7/14（日）9：30～

説明会
グ

200円+100円
（予定）

（日曜日）全9回

申込先

チーフコーチ

不知火温水プール

人吉ブランチ事務局
（ストレングス内）

SON・熊本事務局

SON・熊本事務局

ミキ21スイミング
スクール

7/7（日）

6/9（日）

5/21（火）

5/27（月）

6/30（日）

宇城ブランチ事務局
松岡 喜美子 宛

人吉ブランチ事務局（ストレン
グス内）あさぎり町免田西
445-4

ＳＯＮ・熊本事務局 ＳＯＮ・熊本事務局

宇城市松橋町豊福1107-1

o.hitokuma@gmail.com

熊本市中央区千葉城町5-50

熊本市中央区千葉城町5-50

八代市田中東町7-11-2

FAX(0964)33-6487

TEL(0966)43-1000

熊本メディアビル4Ｆ

熊本メディアビル5Ｆ

FAX(0965)33-3202

FAX(0966)43-1001

FAX(096)288-2782

FAX(096)288-2782

Tomoku1959@lib.bbiq.jp

水野

裕章

矢幡

直人

黒田 雄一郎
古田 めぐみ
プログラム初日

マネージャー
コーチトレーニング

八代ブランチ
松本 朗 宛

プログラム初日

プログラム初日
3

吉田

祐一

プログラム初日

松本 朗
糸山 幸子
プログラム初日
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会場

【熊本】競泳（水前寺） 4/13～7/6

16：00～18：00

熊本市総合体育館屋内プール

【熊本】競泳（アクア） 4/14～7/7

14：00～16：00

アクアドームサブプール

【熊本】ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

5/11～6/29

19：00～21：00

長嶺中学校体育館

【熊本】ボウリング

5/18～7/13

19：00～21：00

ナムコワンダーランド南熊本

【熊本】自転車

3/31～11/17

10：00～12：00

熊本競輪場

【熊本】馬術

4/7～10/20

15：00～17：00

夢☆大地グリーンバレー

【熊本】ゴルフ

4/7～6/2

8：30～9：30

肥後サンバレーゴルフ練習場

【熊本】サッカー

4/６～7/6

10：30～12：30

熊本大学教育学部附属特別支援学
校

【熊本】ユニファイドサッカー

4/６～7/6

8：30～10：30

熊本大学教育学部附属特別支援学
校

【熊本】体操

5月～7月

10：00～12：00

熊本市総合体育館

【荒尾】テニス

3/3～5/19

15：00～17：00

荒尾市テニスコート

【荒尾】バレーボール 5/8～6/26

18：30～20：30

荒尾支援学校

【御船】ｽﾉｰｼｭｰｲﾝｸﾞ

3/31～5/26

8：00～10：00

津志田河川公園

【玉名】競泳

4/7～5/26

13：30～15：30

長洲町総合スポーツセンタープー
ル

【玉名】卓球

4/6～6/8

10：00～12：00

横島町ゆとりーむ

【宇城】ボウリング

5/11～6/29

10：00～12：00

松橋ボウリングセンター

【水俣】競泳

3/24～10/27

10：00～12：00

水俣市総合体育館温水プール

【植木】サッカー

5/5～6/23

9：30～11：30

吉松小学校

【小国】ボッチャ

1/13～

10：00～12：00

小国支援学校

【小国】フロアホッケー 1/13～

10：00～12：00

小国支援学校

【人吉】陸上

1/13～11/24

10：00～12：00

あさぎり町深田小学校グラウンド

【人吉】ゴルフ

1/27～6/9

10：00～12：00

あさぎり町熊本クラウンゴルフ倶
楽部

【人吉】フロアホッケー ４/21～11/17

9：00～11：00

あさぎり町高山総合体育館

【人吉】柔道

3/23～11/30

10：00～12：00

あさぎり町旧免田中学校武道場

【人吉】バスケットボール

1/12～11/8

10：00～12：00

あさぎり町高山総合体育館
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スペシャルオリンピックス日本・熊本

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頂き、心よりお礼を申し上げます。
ご存知のとおり、SON・熊本の活動資金は、会員の皆様からの会費、チャリティー事業や一般の方からのご寄
付に頼っています。
中でも、会費は、約 1/4 強の収入を得る貴重な財源

となっています。 スペシャルオリンピックス日本・熊本では、アスリ
ート登録またはボランティア登録をすれば活動に参加いただけますが、よ
り活動を充実させ長期にわたり維持していくために、皆様に会員・賛助会
員への新規ご加入、ご継続をお願いしております。
らぽーる２月号にて今年度のご案内を差しあげたところ、4 月 20 日現在

445 件 185 万 3 千円の会費を納めて頂きました。御協力いただき

2017 年度収入（計 883 万円余）の内訳

ました皆さま、誠にありがとうございます。
★4/20 現在★

会費納入状況

正
賛助
計

件数
209
226
435

個人
金額
1,065,000
708,000
1,773,000

件数
4
6
10

団体
金額
20,000
60,000
80,000

計
件数
213
232
445

金額
1,085,000
768,000
1,853,000

※１件につき１口
とは限りません

なおこれは、今年度予算の受取会費額 276 万円の 67％で、引き続き、さらに多くのご協力を
お願いしなければならない状況です。お忘れの方は５月末を目途にご入金 ください。
〔入金方法〕
 らぽーる２月号に同封した「振込取扱票」をご利用ください。お手元にない場合はお手数ですがご連絡い
ただきましたら、お送りいたします。
 直接郵便局の窓口でお支払い頂くことも可能ですが、その場合は通信欄に以下の項目をご記入下さい。
①会員の種類（正会員・賛助会員） ②口数 ③振込名義（依頼人）と会員名が異なる場合には氏名

振込先口座番号
01720-9-114437
加入者名（振込先名義） 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

【会
員】 個人 年会費 1 口 5,000 円、団体 年会費 1 口 5,000 円
【賛助会員】 個人 年会費 1 口 3,000 円、団体 年会費 1 口 10,000 円
※年度：2019 年 1 月～12 月
◆会員とは…NPO 法上の｢社員｣です。会員総会に出席し、年間の活動計画や予算などに意見を表明、
議決に参加する権利があります。
◆賛助会員とは…会の趣旨に賛同し、活動を支える会費を負担していただく会員です。会員総会での
発言権や議決権はありません。
～ぜひ周りの方々にもご協力いただけるよう、お声がけにもご協力をお願いいたします！
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～バーベキュー大会～
25年前、ひとりのアスリートと中村 勝子体操コーチから始まった、SON・熊本。
これまで多くのコーチ、ボランティアの皆さんの支えがあり、
またアスリートやファミリーが家族を超えて一緒に励み楽しみ、今日まで歩んでくることができました。
アスリート・ファミリーの皆さんから コーチ・ボランティアの皆さんに感謝の気持ちを、
コーチ・ボランティアの皆さんから アスリート・ファミリーの皆さんに SO への熱い、温かいお気持ちを
みんなで伝え合う素敵な時間にしたいと思います♪
また、３月に開催された夏季ワールドゲーム・アブダビの大会の熱戦について、
参加したアスリート・コーチよりご報告していただく予定です。
参加ご希望の方は５月１５日（水）１５時までに、以下申込書を FAX・郵送、または同内容をメールにて、
SON・熊本事務局までお送りください。
日 時： 5月19日（日） 10：30集合・受付開始 ～ 14：00解散
場 所： UKI UKI PARK （屋根付き BBQ 施設）
宇城市松橋町浦川内鐙鼻1714-1 TEL 0964-33-5505
会 費：おひとり1,000円（小学生以下500円）
★感謝の気持ちをこめてコーチは無料です！
★各自食べる分の「おにぎり」はお持ちください。
内 容：１） 世界大会報告
２） アスリート、ファミリーからコーチ・ボランティアへ感謝のメッセージ
３） コーチ・ボランティアからアスリート、ファミリーへメッセージ
～BBQ 会

お肉をいっぱい食べよう！ ～

４） みんなで踊ろう！歌おう！！

５） 25周年クイズ大会

SON・熊本 25 周年 感謝のバーベキュー大会 参加申込書 ※締切 5/15（水）15 時※
所属ブランチ
氏
（代表者）

名

代表者電話番号（当日連絡のつくもの）
区分（いずれかに○）
ｱｽﾘｰﾄ ・ ﾌｧﾐﾘｰ ・ ｺｰﾁ ・ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ｱｽﾘｰﾄ ・ ﾌｧﾐﾘｰ ・ ｺｰﾁ ・ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ｱｽﾘｰﾄ ・ ﾌｧﾐﾘｰ ・ ｺｰﾁ ・ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ｱｽﾘｰﾄ ・ ﾌｧﾐﾘｰ ・ ｺｰﾁ ・ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

＜問合せ・申込先＞

★お願い★
ファミリーコーチの場合、
会費については「ファミリー」
として受付させていただきたく、
趣旨をご理解のうえ、
ご協力をお願いします。

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 熊本メデイアビル４F

Tel：096-288-2781 Fax：096-288-2782 E-mail：so-nkuma@ceres.ocn.ne.jp
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スペシャルオリンピックス日本・熊本

アスリート会とは…
★アスリート会は SON・熊本で活動する全てのアスリートが委員です。
★SON・熊本の活動がアスリートの想いや願いに少しでも近づくものになるように、アスリートの意見
を発信する場です。
★撮影班はこの活動のひとつで、アスリートが自分たちで活動を記録したり発信できるようにしよう
という取組みです（現在月 1 回、平日夕方に SON・熊本事務局にてミーティングをしています）。
今年度もアスリート会の活動が始まりました。４月に行ったアス
リート会では、今年の活動予定を話し合いましたが、まだまだ多く
のアスリートの声を聞いて考えていきたいとおもっています。
また、

〔今年の活動予定〕
５月 チャリティー茶会
バーベキュー会＠宇城

会議にもっと多くのアスリートに参加してもらいたいとおもってい

７月 EKS デー？

ます。次回は６月開催の予定です！

８月 SNS 講習会

アスリートのみなさん、よければ、ぜひ今年のアスリート会活動

ほかにも…

について SON・熊本事務局まで５月末を目途にご意見をお寄せくだ

キャンプどうしよう？

さい。
（ファミリーのみなさん、よければ、アスリートにおたずねく

運動会をまたしたいな…など出ました

ださい。
）

SON・熊本事務局
FAX：096-288-2782

MAIL：so-nkuma@ceres.ocn.ne.jp

会議は次回６月開催予定！

----------------◆◆◆アスリート会アンケート◆◆◆---------------所属ブランチ〔
〕 名前〔
○アスリート会（会議、撮影班）への参加
①会議に参加するとしたら、いつがよいですか。（ 平日 ・ 土 ・ 日 ）（
②撮影班の活動に参加してみたいですか。
（ 参加してみたい ・ どんな活動か聞いてみたい

）

○（スポーツプログラムのほかに）今年 SON・熊本の仲間たちとしてみたいこと

○今 SON・熊本の活動などで困っていること、アスリート会で話したいこと

7
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＆

イラスト
大募集
アスリートのみなさんの『絵』や『イラスト』を大募集します。
届いた『絵』や『イラスト』は、地区大会のプログラムやサンキュー
カードなどに掲載させていただきます。ノートやメモなどに何気に描か
れたものでも構いませんので、たくさんお寄せくださいね。
絵やイラストは、事務局へお持ちいただくか、郵送して下さいますよ
うお願いします。

１．掲載予定：
地区大会などのプログラム・サンキューカードなど
２．テーマ：自由
３．絵の大きさ：名刺サイズ～Ａ４以内
４．カラ―：自由

※但し、モノクロ掲載することがほとんどです。

５．〆切：2019 年 6 月 30 日
※掲載する際、ご連絡はしません。ご了承頂きますようお願いします。

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 FAX：096-288-2782
E-MAIL：so-nkuma@ceres.ocn.ne.jp
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3 月 3 日熊本大学附属特別支援学校

自 転 車

陸

上

バスケットボール

ＧＯ･Ａ（ゼネラルオリエンテーショ
ン・アスリート理解）は田島光枝ﾄﾚｰﾅ
ｰに、実技はソートン･フランクﾄﾚｰﾅｰ
（広島）にご指導いただきました。

午前中ＧＯ・Ａ理解は実例を交えた分り
易いお話を永井崇雄ﾄﾚｰﾅｰにして頂き、
午後から陸上は明瀬敬二ﾄﾚｰﾅｰ、バスケ
ットボールは上運天賢洋ﾄﾚｰﾅｰ（鹿児島）
に具体的な練習方法など充実した内容で
ご指導いただきました。

3 月 17 日相良村総合体育館

柔

道

今回の柔道コーチクリニックでは半数以上が、スペシャルオリ
ンピックスへの参加が初めての方でした。GO・A 理解は、明瀬
敬二トレーナー（熊本）に担当いただき、初めての参加の方にも
わかりやすく講義をしていただき、スペシャルオリンピックスの理
念や活動の取り組み方を学ぶことが出来ました。既に参加され
ている方も改めて確認を行うことが出来、新たな気持ちで活動に
取り組むことが出来ると思いました。柔道競技は山﨑正義トレー
ナー（神奈川）より、練習前の流れや、取り組まれている内容を
丁寧に教えていただきました。
実技の時間は楽しく和やかな雰囲気で行うことが出来、充実
した時間でした。
矢幡直人チーフコーチ（人吉ブランチ）

2019 年ＳＯＮ・山口自転車競技会

プログラム便り ～熊本・陸上～

４月１４日
山陽オートレース場

３月３１日に、練習終了後にお花見を
しました。寒い中、沢山のアスリート、ファ
ミリーの皆さんに集まって頂き、楽しくお
弁当を頂きました。

熊本からは中村伊織さん、工藤利博さん、岡村圭祐さん、村上
和康さん、橋本義喜さんのアスリート５名とファミリー、コーチ合せ
て総勢 12 名で参加しました。タイムトライアルとロードレースで競
い合いました。結果は、タイムトライアルで村上くん、ロードレース
で橋本くん、エキシビジョンリレーでアスリートとファミリー混合の
チーム競輪が見事一位でした。
山口まで遠距離にはなりましたが、ＳＯＮ・山口との交流もあ
り、観光も兼ねて、とても楽しい競技会参加となりました。
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2019 年度入会・会員継続ありがとうございます（2019 年 2/21～4/20 受付分 敬称略 順不同）
【個人会員】成清章 緒方初美 緒方愛 飯嶋一郎 飯嶋千鶴 永井崇雄 古田竜 赤星素美 駒田利子 上村千代子
上村かおり 岡部美知子 平山峰子 松尾和子 本田浩二 村端宏映 川上愛子 渡邉四季 前田阿由美 北本恵美
子 平倉真由美 藤本猪智郎 岡村美代子 原幸代子 武部小百合 中村知恵子 大木眞一 大木京子 武田秀美
樋口秀樹 村上和代 吉村美和子 井芹護利 荒木常人 河田博子 田尻富子 西利明 大嶌エイコ 松本富子 釣
谷智美 武宮公子 中原喜徳 藤本和也 西畑清志郎 宮崎雅代 下田隆史 松尾興和 本田育子 本田琢也 松本
朗 西木一美 青木珠恵 吉本留美子 木村奈保美 林眞理 林安基子 北島和子 中道亜由美 那須二郎 那須五
恵 山野秀勝 木村文彦 中島昌道 中島和子 山内正和 山内るみ 津川さやか 西村順子 延岡研一 木戸内富
子 前田拓海 山本博子 眞鍋和代 紫垣セツ子 浦上郁子 佐々木優子 永田きよみ 添島峯子 高木健次 吉尾
覚史 羽田野廣史 玉眞洋子 野口芳永 松村千津代 菊池健吾 渡邉延余 草野美年子 森千代子 亀山裕子 竹
屋純子 清原英雄 清原協子 高口彰子 松村忠彦 糸山幸子 山口美和 田端映規 髙島祐一郎 山田省子 山村
修司 中村佳美 藤岡祐機 中川久美子 森田淳一 橋本上 宮孝人 宮貴美代 濱﨑三郎 中島宣彦 松野治子
山本緑 開珠恵 浦中公明 浦中由美子 宮嶋輝美 夘野木祝恵 川村隼秋 田上航大 園田健治 伊藤将大 関美
起子 徳永由香 岡本峻平 稲葉真須美 緒方美幸 池上智美 山中英稔 橋本洋悟 園田昌大 原美雪 森春子
品川淳一
【個人賛助会員】中島弓恵 飯嶋輪 古田健将 赤星和明 野中麗子 駒田幸之介 上村敏継 岡部勇樹 平山めぐみ
松本めばえ 松尾幸和 本田直也 中村友花理 金澤慶侑 釼晃太 釼由美 釼光道 北本藍人 平倉武士 大野佳
奈美 岡村圭祐 筒井幸介 中村伊織 竹本尚代 入田博子 浅原百合子 大木啓司 武田匠平 樋口ふみ子 村上
和康 植田幸仁 植田大仁 吉村祐貴 井芹尚平 德永竜一 河田晃希 宮本春樹 田尻久富 杉野直矢 西真由子
釣谷勇太 安達初美 大嶋和博 中原聡 金井正俊 角田恵美 藤本昌信 井上美子 下田卓人 藤本恵美子 竹原
宗二 西木海仁 青木菜美 吉本圭史朗 吉本春菜子 川原翼 木村拓哉 髙野和子 林郁子 北島宣夫 中道一穂
那須響 山野紗弥 木村諒 梅田秀一 梅田友子 山内航太朗 津川シズ子 西村有加里 村山恵 吉見幸一郎 橋
本広一 橋本薫 原弘峻 山本彗太 眞鍋光 田島功一朗 紫垣千代子 紫垣長保 江藤航 浦上佳乃 佐々木健成
佐々木康隆 永田鈴夏 羽田野史佳 玉眞聖那 野口怜雅 松村真人 菊池朋昭 野田桂加 渡邉岬 草野航世 森
勇樹 森響也 亀山弘貴 清原渚子 高口真太朗 井澤強太 野田拳任 糸山誠悟 山口健翔 髙島徳子 寺本佑毅
山村夏主磨 中村朋雅 前田一雄 藤岡祐一 中川美季 森田浩二郎 齊藤栄己 西二郎 菊池佳奈 和久田拓郎
宮由紀 中島千衛 松野幸生 山中龍星 山本規仁 開雅偉 渕上義健 工藤静明 工藤豊子 浦中賢 島卓郎 谷
口知久 宮嶋彩花 夘野木美子 野々口朋子 野々口文哉 池松壽勝 井芹さゆり 関貴弘 徳永凱斗 生田義和
岡本雅美 緒方憂斗 緒方貴範 池上裕樹 山中悟嗣 橋本三𠮷 園田貴大 白ケ澤強 白ケ澤京子 森剣士 品川
征士
【団体会員】人吉電気工事㈱ 九州電力 医）寿量会
【団体賛助会員】㈱池田紙器 ㈱トライ 熊本朝日放送㈱ 社会福祉法人照徳の里

ご寄付等ありがとうございます（敬称略）
中村友花理 (有)柳井商店 安達初美 大嶋和博
真和高校 1 年 3 組 釜崎安喜子 春木浩行

イオン幸せの黄色いレシート
キャンペーン贈呈式
4 月 20 日（土）クレアにおい
て、贈呈式がありました。アスリート
6 人とファミリー・コーチ・ボランテ
ィア 8 人で出席して、SON・熊本の活
動などを会場の皆さんに説明したあ
とに、お買いものカードを頂きまし
た。毎月 11 日に発行されるイエロー
レシートを是非 SO のボックスにお入
れ頂きますよう、お願いします。

＜熊本市ブランチ会開催＞

5 月の行事予定

5・6 月号内容
・世界大会報告 ・SON 設立 25 周年セレモニー
・全国代表者会議報告
・WG 報告会及び感謝の集い
・物品購入申し込み ・アスリートの絵募集
・スポーツプログラム ・コーチクリニック報告
・プログラム便り ・山口自転車競技会 その他

スペシャルオリンピックス日本・熊本

12(日)

第 18 回チャリティ茶会

泰勝寺跡地

19(日)

☆アスリート会・ファミリー会主催：
WG 報告会及び感謝の集い ※チラシ参照

19(日)

2019

SON･広島第 9 回自転車競技会
6 月の行事予定

「らぽーる」を WEB でご覧いただけます。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

4 月 20 日（土）14 時～

熊本市ブランチ会代表の内藤コーチから、他のブランチ
と異なりプログラムごとにコーチ・ファミリー担当が主に
運営している為そのやり方も様々、またプログラムによっ
て役割や経緯等の情報に差があると口火を切られ会議を進
められました。事前に取られたアンケートの内容を中心に
参加者からのご意見・各プログラ
ムが抱えている問題点をあげて話
し合いをしました。
これからも定期的に開催予定。

検索

2(日)

2019 年第 4 回 SON・福岡、冬季地区大会
フロアホッケー

11(日)

イエローレシート活動

イオン熊本

※常務理事会・合同委員会・ＳＰ委員会 随時開催
QSK NEWS LETTER らぽーる
発
行 ： 九州障害者定期刊行物協会
812-0054 福岡市東区馬出 2-2-18
編
集 ： スペシャルオリンピックス日本・熊本
編 集 日 ： 2019 年 5 月 10 日
編集ｽﾀｯﾌ ： SON・熊本広報委員会
定
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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

11

