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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 

清秋の頃、10月 6日(日)より SON・熊本地区大会が始まります。今年も多くのボランティアの方々の 

ご協力のもと、アスリートの頑張りをコーチとファミリーで大いに盛り上げて参りましょう。 

お弁当・・今年は事務局での個人申込は受け付けません。各競技でとりまとめて事務局にお申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

競 技 （日時競技会開始・終了時間） 会 場 

開会式 10月  6日(日)   10:30～11:50 熊本学園大学 高橋記念ホール 

ゴルフ 10月  6日(日)    13:30～18:00 熊本南カントリークラブ 

テニス 10月  6日(日)    13:00～16:20 熊本学園大学 テニスコート 

ＳＯボッチャ 10月  6日(日)    13:00～16:00 大江小学校運動場  ※雨天時 大江小学校体育館 

ボウリング 10月 13日(日)     9:30～13:00 ｎamco ワンダーシティ南熊本店ワンダーボウル 

馬術 10月 20日(日)     9:00～16:00 夢☆大地グリーンバレー 

サッカー 10月 20日(日)    12:00～16:30 肥後銀行菊陽グラウンド 

バレーボール 10月 20日(日)     9:00～14:30 荒尾市体育センター 

自転車 10月 27日(日)     9:00～16:00 熊本競輪場 

卓球 10月 27日(日)     9:00～16:00 熊本市総合体育館・中体育室 

競泳 10月 27日(日)     9:00～16:00 アクアドームくまもと サブプール 

陸上 11月  4日(月・祝)  10:30～14:00 嘉島町総合運動公園・多目的競技場 

閉会式 11月  4日(月・祝) 陸上競技終了後 嘉島町総合運動公園・多目的競技場 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 会 式 10:30～11:50 
熊本学園大学 高橋記念ホール 

交 流 会 
（ランチタイム） 

 

H A P 
（ヘルシーアスリートプログラム） 

 

10/6 

（日） 

11:45～ 
熊本学園大学 高橋記念ホール横教室 

第１６回 SON・熊本地区大会スケジュール 

12:00～    
熊本学園大学 学生食堂 
 

閉 会 式 
11/ 4 
（月） 

陸上競技終了後 

嘉島町総合運動公園 多目的競技場 

開会式・ＨＡＰ・交流会の開始

時間が変更になりました！ 

2019年 

9,10月 
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九州・沖縄ブロック大会が長崎市で開催されます。熊本からは、陸上競技に 9 名、競泳競技に 12 名、テ
ニス競技に 13 名のアスリートと 14 名のコーチ他スタッフで参加します。日頃の練習の成果が発揮できるよ
う応援しています。 

2019年  第７回スペシャルオリンピックス日本 

九州・沖縄ブロック大会 in長崎 
競い合おう！楽しもう！ 

11 月 9 日(土)～10 日（日） 

11 月 9 日(土) 開会式・交流会・引継式：長崎市三菱重工総合体育館 
11 月 10 日(日) 陸 上 ：長崎市総合運動公園 

         競 泳 ：長崎東公園コミュニティープール 
          テニス：長崎市営庭球場 

 

頑張れ、SON･熊本！ 

 
 

競泳の２５M背泳ぎに出場しま
す。ブロック大会は初めてです。
今から楽しみです。 

頑張りますので、応援よろしく
お願いします。 

八代ブランチアスリート 

      競泳 糸山誠悟 

 

プレイを楽しく 

頑張ります。 

熊本ブランチアスリート  

テニス 草野航世 

 

ブロック大会ではうまく 

ﾎﾞｰﾙが出せるように頑張
ります。 

熊本ブランチアスリート 

テニス 松野幸生 

 

 

一つでもメダルが取れる
ように頑張ります。 

植木ブランチアスリート 

陸上 上村かおり 

 

6 月 2 日から、ユニファイドバスケットボールがスター

トしました。熊本 7 名、御船 3 名のアスリートが、木本コ

ーチ指導のもと、夏の暑い中練習に励んでいます。 

 6 月 16 日、志岐昭学コーチが東京から来熊。午前中は、

アスリートへ技術指導、午後はコーチクリニック。沢山の

事を学び、有意義な一日を過ごしました。 

 10 月 12 日(土)〜13 日(日)に、SON 第 1 回全国ユニファ

イドバスケットボール大会には熊本、御船、人吉の合同チ

ームで出場します。熊本から応援よろしくお願いします。         

（ファミリー 古田 めぐみ） 

 

 

ユニファイドサッカー全国大会に続いて、スペ

シャルオリンピックス日本の設立 25 周年記念事

業として、今年から始まったユニファイドバスケ

ットボール大会です。全国から 165 人のアスリー

トと 86 人のパートナーが参加します。 

カッコいい特設ページができています。 

ぜひアクセスください。 

10 月 12 日（土）13 日（日）東京都大田区総合体育館
で、開催されます。熊本からはアスリート 9 名、パート
ナー3 名、コーチ 3 名が参加します。全国の仲間と、力
いっぱいプレーしてきてください。 

 

2019 
第 1回全国ユニファイドバスケットボール大会 

SON・鹿児島 地区大会 
バドミントン競技 

 

７月１５日（月・祝）鹿児島県障害者自立交流センター（ハ
ートピアかごしま）で行われた夏季鹿児島地区大会に招待
されました。前日までの大雨で開催が危ぶまれましたが、当
日は雨も上がり、バドミントン競技に熊本・八代・水俣の各
ブランチから総勢８名のアスリートが出場しました。全体
では約４０名のアスリートが参加し、シングルスはディビ
ジョン毎に他県のアスリートと総当たりで対戦した他、個
人技能競技にも参加しました。水俣ブランチのアスリート
４名は、2017 年にプログラムを立ち上げて初めての公式の
大会参加となりました。（水俣ブランチ 柿本 英行コーチ） 
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     〈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

     〈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。

プログラム初日

平井　伸也チーフコーチ 藤本　吉子

                     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  

宮　貴美代

ＳＯＮ・熊本事務局

申込締切 9/22（日） 9/20(金） 9/21(土）

説明会
9/29（日）13：00～ 9/28（土）9：30～ 9/24（火）19：00～

長洲町総合スポーツセン
タープール

横島町ゆとりーむ

18：00～20：00

玉名ブランチ 玉名ブランチ

申込先

200円/回

19：00～21：00

定　員 なし なし なし

宮　貴美代宮　貴美代

西木

200円/回+会場負担金

なし

10/18（土）17：30～

緑ヶ丘小学校

ＦＡＸ：0968-72-4844

10/11（金）

玉名ブランチ ＳＯＮ・熊本事務局

岩下　勝巳

熊本市中央区千葉城町5-
50熊本メディアビル4Ｆ

ＦＡＸ：0968-72-4844 ＦＡＸ：0968-72-4844 ＦＡＸ：096-288-2782

宮　孝人

（土曜日）全8回

場　所
長洲町総合スポーツセン

タープール
横島町ゆとりーむ 長嶺中学校体育館

【熊本】バドミントン

期　日
10/6～10/20 9/7～11/16 9/28～11/30

（日曜日）全3回 （土曜日）全8回

【玉名】フロアホッケー

緑ヶ丘小学校

10/18～11/15

（土曜日）全4回
開
　
催
　
予
　
定
　
プ
　
ロ
　
グ
　
ラ
　
ム

【玉名】競泳 【玉名】卓球

時　間 13：30～15：30 10：00～12：00

コーチトレーニング プログラム初日 プログラム初日

開
　
催
　
予
　
定
　
プ
　
ロ
　
グ
　
ラ
　
ム

【御船】フロアホッケー 【植木】陸上

参加費 200円/回+会場負担金 200円/回+会場負担金

コーチトレーニング プログラム初日 プログラム初日
マネージャー 河田・糸永 永田

プログラム初日

プログラム初日
マネージャー 梅田秀一・角田照美 糸山　幸子
チーフコーチ 江口　次朗 松本　富子 松本　朗

八代市田中東町7-11-2
FAX(096)282-2654 FAX（096）272-4505 FAX（0965）33-3202

申込先

御船ブランチ 植木ブランチ

川上　愛子　宛 緒方　初美　宛

御船町滝川1860-3 熊本市北区植木町今藤293

八代ブランチ

松本　朗　宛

参加費 200円/回+会場負担金 200円/回 200円/回

定　員 なし 10名 なし

申込締切 8/10（土） 9/13（金） 9/30（月）

説明会
10/26（土）18：00～ 9/21（土）18：00～ 10/6（日）9：30～

白旗小学校体育館 かがやき館
県営八代運動公園

陸上競技場

【八代】陸上

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

残暑もようやく和らぎました。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。

時　間 18：00～20：00 9：30～11：30 10：00～12：00

（日曜日）全8回

場　所 白旗小学校体育館 吉松小学校運動場
県営八代運動公園

陸上競技場

期　日
10/26～12/14 9/29～11/3 10/6～12/8

（土曜日）全8回 （日曜日）全6回

         　   　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　　

9/20（金）

ＳＯＮ・熊本事務局

ＦＡＸ：096-288-2782

土田　誠也

プログラム初日

熊本市中央区千葉城町5-
50熊本メディアビル4Ｆ

【熊本】陸上

9/29～12/1

（日曜日）全8回

パークドーム周辺

10：00～12：00

なし

200円/回

9/29（日）9：30～

パークドーム周辺
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【荒尾】テニス 9/1～10/27

【荒尾】陸上 9/14～11/2

現

在

開

催

中

の

プ

ロ

グ

ラ

ム
【御船】フライングディスク 8/24～10/12

【植木】競泳 8/31～9/21

【荒尾】ボッチャ 9/1～10/27

【人吉】競泳 6/30～9/22

【熊本】ユニファイドサッカー

【熊本】競泳

8/31～11/30

9/15～11/3

9/1～9/15【熊本】ボッチャ

【熊本】馬術

【熊本】ゴルフ

【熊本】卓球

あさぎり町B&G海洋プールセン
ター

【八代】競泳 7/14～9/29 10：00～12：00 ミキ21スイミングスクール

あさぎり町深田小学校グラウンド10：00～12：001/13～11/24【人吉】陸上

【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

10：00～12：00

水俣市総合体育館温水プール10：00～12：003/24～10/27【水俣】競泳

【小国】ボッチャ 1/13～通年 10：00～12：00 小国支援学校

【小国】フロアホッケー 1/13～通年 10：00～12：00 小国支援学校

【水俣】陸上 6/2～10/13 10：00～12：00 エコパーク水俣陸上競技場

【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

11/10～11/24

（日曜日）全3回

【ブランチ】種目

申込先

マネージャー

コーチトレーニング

9/7～11/9

8/18～10/6

8/31～11/30

9/1～10/27

4/7～10/20

3/31～11/17

【熊本】サッカー

【熊本】ボウリング

【熊本】自転車

期間

注）土、日で実施される計11回のプログラムです

未定

12/7～2/29

（土曜日）8回以上

長嶺中学校

開

 

催

 

予

 

定

 

プ

 

ロ

 

グ

 

ラ

 

ム

場　所

参加費

申込締切

チーフコーチ

説明会

時　間

定　員

期　日

荒尾市陸上競技場16：30～18：30

荒尾市テニスコート15：00～17：00

東宮内公民館10：00～12：00

かがやき館16：00～18：00

白旗小学校体育館18：00～20：00

龍田の森体育館10：30～12：30

アクアドーム　サブプール14：00～16：00

熊大附属特別支援学校運動場8：30～10：30

熊大附属特別支援学校運動場10：30～12：30

熊本市立体育館9：00～11：00

【熊本】ユニファイドバスケットボール

11/6(水）19：00～

10：00～12：00

なし

200円/回+会場負担金

ＳＯＮ・熊本事務局

10/31(木）

肥後サンバレーカントリークラブ
熊本南カントリークラブ8：30～9：30

LTBボウル水前寺19：00～21：00

夢☆大地グリーンバレー

熊本競輪場

会場時間

10：00～12：00

15：00～17：00

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5Ｆ

ＦＡＸ：096-288-2782

木本　敬也

プログラム初日

4
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2019第16回

スペシャルオリンピックス日本・熊本

地区大会

フロアホッケー

＊日時：10月6日⑫10時30分～11時50分

＊場所：熊本学園大学高橋記念ホール

＊日時：10月6日㊤11時45分～
＊場所：熊本学園大学　＊参加費：無料
＊内容：歯科・視力検査（正1い｝カネの選び方）

フットケア“栄養相談“なしでも相談コーナー

＊日時：10月6日㊤12時～

＊場所：熊本学園大学芋生食堂
＊参加寅：400円

調謀；諜盤驚殻揚す
き粟諾詰蒸器㊥競技終了後～

主露蒜議謀議議箭藍会（二重垂空室）



競技闘鮭
担睡擾）

雑駁壊独以聖祭聖教
知的障かいのある人たちの自立と社会参

加を目指し、それぞれの地域で様々なス

ポーツを日常的に楽しみながらやってい

くことを目的としている国際的なスポー

ツ組織です。その成果を発表する地区大

会や全国大会、世界大会があります。

競技名 �期　日 �会　　　場 � 

ゴ　ル　フ �10月6日㊥書誌 �熊本南カントリークラブ �12：30 

テ　ニ　ス �10月6日㊥書誌 �熊本学園大学テニスコート �12：30 

SOポッチヤ �10月6日㊥霊窪 �大江小学校 �12：30 

ボウリング �10月13日㊥墨窪 �［amCOワンダーシティ南熊本ワンダーボウル �9：00 

馬　　　術 �10月20日㊥鴇㌫ �夢☆大地グリーンバレー �8：00 

サ　ッ　カ　ー �10月20日㊥雪窪 �肥後銀行菊陽グラウンド �10：30 

バレーボール �10月20日㊥諾㌫ �荒尾市市民体育センター �8：00 

自　転　車 �10月27日㊥鴇㌫ �熊本競輪場 �7：30 

卓　　　球 �10月27日㊥鴇㌫ �熊本市総合体育館中体育室 �8：00 

競i∴∴∴泳 �10月27日㊥盤誌 �アクアドームサブプール �8：00 

陸　　　上 �11月4日㊨書誌 �嘉島町総合運動公園・多目的競技場 �8：30 

スノーシューイング �12月1日㊥墨㌫ �植木町芝生広場 �8：00 

フロアホッケー �12月1日㊥墨㌫ �北部体育館 �8：00 

競泳の時間

鏡嫁屠襲病毒捌
アスリートの笑顔をサポートlて、
元高をもらいませんか？

大会運営や競技運営をお手伝いいただけるボランティアを募集して

います。これまでスペシャルオリンピックスと直接ふれあう機会の

なかった方も多いのではないでしょうか？

●特別な資格や経験等不要です。
●老若男女誰でも可能です。

9：00－16

ボランティアの申し込みは 

スペシャルオリンピックス熊本

のホームペー

圏起
●日　時：9月14日㊤14：00－16：00

●会　場：熊本市陣がい者福祉センター希望荘
〒862－0971熊本市中央区大江与丁目1番15号　℡096（371）5533

開会式・HAP・交流会申し込み
FAXO96°288°2782

お名前 �所属（会社名・グループ名など） �ご連絡先〈Eメールアドレス又はお電話番号） �開会式・HAP・交流会 

開会式・HAP・交流会 

開会式・HAP・交流会 

開会式・HAP・交流会 

開会式・HAP・交流会 

【問い会心せ先】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野5－50　熊本メディアビル4F TEL／096－288－2781FAX／0962882782

E－mall／so－nkumaGeercsocnncJp HPhttp・／／wwwson－kumamotoJp
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第 16回スペシャルオリンピックス日本・熊本地区大会  

  開会式・HAP・交流会のご案内（再度） 

 
 

 

 

 

 

      日 時  2019年 10月  6日（ 日 ）10:30～13:30 

     

会 場      熊本学園大学高橋記念ホール  
熊本市中央区大江２丁目 5-1 ℡：096-364-5161 

 

※ 開 会 式   10:30 ～ 11：50 
 
       皆さんの大好きなスペシャルゲストも登場！また、 

みんなでパプリカを踊ったり、チアダンスで大会を盛り 

上げて下さいます。 

                         

 

※ H A P       11:45 ～    ★ 学園大高橋記念ホール横 教室 
           （無 料） 
                  ・歯科検診・・虫歯の検査はもちろん、お口の中全般の検診  

・メガネの選び方・・視力検査、自分に合ったメガネとは？  
   ・フットケア・・自分の足のサイズや圧をキチンと測定します 

   ・栄養相談・・管理栄養士の先生が食事のとり方について指導 
・なんでも相談コーナー・・ファミリーの方もどうぞ！ 

 
 
※ 交 流 会    12:00～（ランチタイム）☆ 学園大学 学生食堂 

 
              手作りランチ（料金 400円）を、ボランティアの皆さんに作って頂きます。 

お楽しみに！！ 

  
＊代金は、各競技及びブランチで纏めて頂きます。一般の方は当日。  

    
 

※ 申込締切   最終 9月 20日（金）    

 

裏面の申込書をファックスして下さい。   既にお申込み済みの方は FAXは不要です。 

 

問い合わせ先   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 熊本メディアビル４F 
                  Tel 096-288-2781  Fax 096-288-2782 
 
        

   

本年度の SON・熊本の地区大会では、開会式を 10月 ６日（日）に開催します！ 

今年の地区大会のテーマは、『自分の力を信じて 進めアスリート！』です。また、同時に開会式

後には、健康プログラム（HAP）もあります。ぜひ大会に出場しないアスリートも参加して、み

んなで楽しみましょう！ 

 

 



開会式・ HAP・ 交流会 参加申込書

fax:096-288-2782

名 前 連絡先 開会式 HAP 交流会

ｱｽﾘｰﾄ・ｺｰﾁ・ﾌｧﾐﾘｰ

・一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

ｱｽﾘｰﾄ・ｺｰﾁ・ﾌｧﾐﾘｰ

・一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

ｱｽﾘｰﾄ・ｺｰﾁ・ﾌｧﾐﾘｰ

・一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

ｱｽﾘｰﾄ・ｺｰﾁ・ﾌｧﾐﾘｰ

・一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

※各ブランチ・各競技で取りまとめての申し込みは、
上記内容を明記の上、別紙でも構いません

８
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２０１９年第１６回スぺシャルオリンピックス日本・熊本地区大会  

10月６日（日）開会式から始まり 11月 4日（月･祝）の閉会式まで 11競技を熊本市、荒尾市、
阿蘇市、嘉島町で開催します。 
 つきましては、大会をお手伝い下さるボランティアスタッフの方への説明会を上記のとおり開催い
たします。ボランティアの内容や、集合時間などについて詳しい説明をいたしますのでご参加いただ
きますようよろしくお願いいたします。なお、ボランティアの申し込みをされていない方も、どうぞ
お気軽にご参加ください。（当日申し込みができます。） 
 すでに申し込みをされている方は、下記の参加申込書をかならず FAXでご提出ください。 
尚、12 月 1 日（日）開催予定の冬季地区大会のボランティア募集及び説明会は、次回のらぽーる

でお知らせします。 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                

ボランティア説明会 参加申し込み書 
ＳＯＮ・熊本事務局（ＦＡＸ：096-288-2782） 

                       ※ 締切 9月 11 日（水） 

氏名                連絡先                

ボランティア説明会 

（   ）参加します 

（   ）参加できません 

ボランティア可能な競技（               ）＊複数可  

 

競  技 期 日 ： 集合・解散時間 会      場 

開 会 式 10月 6日（日）  9：00～11：50 熊本学園大学高橋記念ホール 

テ ニ ス 10月 6日（日）  12：30～17:00 熊本学園大学テニスコート 

S O ボ ッ チ ャ 10月 6日（日）  12：30～16:00 大江小学校運動場（雨天時体育館） 

ゴ ル フ 10月 6日（日）  12:30～18：30 熊本南カントリークラブ 

ボ ウ リ ン グ 10月 13日（日）  9:00～1３:00 namco ワンダーシティ南熊本店ワンダーボウル 

馬 術 10月 20日（日）  8：00～16:00 夢☆大地グリーンバレー 

バ レ ー ボ ー ル 10月 20日（日）  8:00～14：30 荒尾市体育センター 

サ ッ カ ー 10月 20日（日） 10：30～16:00 肥後銀行菊陽グラウンド 

自 転 車 10月 27日（日）  7:30～ 熊本競輪場 

競 泳 10月 27日（日）  8：00～16:00 アクアドームくまもとサブプール 

卓 球 10月 27日（日）  8：00～16：00 熊本市総合体育館 中体育室 

陸 上 11月 4日（月・祝）8：30～14：00 嘉島町総合運動公園 多目的競技場 

夏 季 閉 会 式 11月 4日（月・祝）13：00～15：30 嘉島町総合運動公園 多目的競技場 

2019 年 9 月１４日(土) １４：００～１６：００ 

＊スペシャルオリンピックスの活動やアスリートのこと、大会当日の詳細

についてご説明します。可能なかぎりご参加ください。 

 
( 

 

 

場所：熊本市障がい者福祉センター 希望荘 
         熊本市中央区大江 5-51-15 ℡096-371-5533 
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2019 年 スペシャルオリンピックス日本・熊本  

EKS デー企画「 アスリートと共に!! 」 

ＳＯ運動会 参加者大募集（再） 

1、 主  催  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  

          実行委員会、アスリート会、ファミリー会 
 
2、 日  時  2019 年 ９月 22 日（日） ９時半～12 時半 
          
3、 会  場  熊本市 YMCA 体育館 熊本市中央区新町 1 丁目 3-8  
 
4、 内  容  赤団と白団の２団に分かれて競技します。今年もイケメン応援団長がきっといる。 

①団体競技（全員参加）  玉入れ、綱引き、ダンス、ウルトラクイズ 

②団対抗競技（選抜）    リレー、応援合戦（チアダンス） 

③個人競技（希望者）   かけっこ、菓子食い競争   

   とにかくみんなが楽しめる競技を検討中です。アイディアがあればぜひください。 

 

5、 ゲ ス ト  素敵なゲストに来てもらえるように交渉中です。誰が来るかな？（来ないかも） 

 

6、参加人数（予定） 150 人（アスリート・コーチ・ファミリー・ボランティア・一般 etc） 

 

7、 参加費 ２００円 （当日、受付で徴収します。） 

 
8、 参加申込方法 
   SON・熊本事務局まで FAX またはメールで申し込みください。    9 月 10 日（火） 〆切 
 

EKS デーはユニファイドイベントです。一緒に運動会に参加して
くれる一般の方にもたくさん参加いただけるよう、お知り合いの方
もお誘いあわせのうえ、ご参加ください。 

 

参加申込書 
fax:096-288-2782 

 
 問い合わせ先  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･熊本事務局  

〒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 

 
名  前 連絡先 ブランチ／所属  

ｱｽﾘｰﾄ・ｺｰﾁ・ﾌｧﾐﾘｰ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・一般  
   

ｱｽﾘｰﾄ・ｺｰﾁ・ﾌｧﾐﾘｰ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・一般  
   

ｱｽﾘｰﾄ・ｺｰﾁ・ﾌｧﾐﾘｰ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・一般  
   

ｱｽﾘｰﾄ・ｺｰﾁ・ﾌｧﾐﾘｰ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・一般  
   



〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇　　　〇〇〇‾’∴∵。 町黒　　亀、 �‡！ ��．駈 伸 � 

薫合。諒恕2 I　請 
i料　を園田音　信上記剖 

士　　　　ノ 二重i ��一〇〔 �伴こ 菰∴ ＼ ＼ �雷輝き”〉 
．ヽ‾／一 書園　丁∴∴∴「．∵∴－，き▼十干－主 ����ヽ、 

ざ襲甥…婚 �龍三膨務一際・＼一　一二一i＝」 

前回のチャリティーバザー実行委員会によります物品販売のご協力、誠にありがとうございました。

今回、来年2月に北海道で開催される「2020スペシャルオリンピックスのナショナルゲーム」（冬季全国大会）に

SON・熊本から、アスリート・コーチの選手団38名が出場することに決定しました！また、第一回全国ユニフア

イドバスケットボール大会への出場権を熊本のバスケットボールチームが獲得しました。そこで、選手の物心両面か

ら支援することを目標に再度物品販売を行うこととなりました。

アスリートが晴れの大舞台で日頃の練習の成果を十分に発揮し、ベストの競技や試合ができますよう、ご協力の程

よろしくお願いいたします。尚、締め切りは11月10日（日）となっております。

スペシャルオリンピックス日本・熊本ファミリー委員会

熊本を代表する郷土食！ －　演劇蛾と鹿西の中軸融‾プ軸 ��一一iドニ劫　翻元1本まるごと入っています。 　　手羽元カレ“ i 

憶田8日」。．2。。gX4袋 亡二二二二田　2，000円（積込） 

館 �曲筆メン8禽 � 

雲　　　●ロン龍120gX4食 蜜璃藷率∴蒜講話 

お　名　前 �住所・勤務先・部署など �①太平燕 �（Dカレー �③ラーメン �（D寄付金 �合　計 �合計金額 

箱 �箱 �箱 �口 � �円 

箱 �箱 �箱 �口 � �円 

箱 �箱 �箱 �口 � �円 

箱 �箱 �箔 �口 � �円 

箱 �箱 �箱 �口 � �円 

注文者氏名：　　　　　　　　　　　　連絡先
11
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熊本県アミューズメント施設営業者協会様のご好意により、本年もゲームの日へのご招待をいただいており

ますのでご案内いたします。 
 

記 
 
主催 ： 熊本県アミューズメント施設営業者協会 
 
日時 ： 令和元年11月23日（土） 午前8時50分集合 

午前9時00分～午後1時00分（予定） 
                                         
場所 ： 宇土パスカワールド  宇土市善導寺綾織95 

 

定員 ： 100名  ※先着順 ✫会員及び賛助会員のご家族に限ります 
 

特記事項：当日はマスコミ取材がありますので、あらかじめご了承ください。 
 

申込方法：下記の参加申込書に記入の上、S0N・熊本事務局までFAX（096-288-2782）で申込み 

下さい。申込締切日：10月31日（木） 

 ※定員に達しましたら締切日前に受付を終了する場合もあります。 
 
当日のスケジュール： 8：50  現地集合  

         9：00  主催者挨拶  
                  熊本県アミューズメント施設営業者協会 会長 木村仁信様 
         9：05  ゲーム  
         9：55  ゲーム終了  ※係の方の指示に従って下さい。 
                         10時以降のゲームは、有料になります。 
           10：00   ボウリング  
                  13：00   お弁当配布  ～ 現地解散                         
                                       以上 

 

 

                                             

  

 

 いずれかに○をつけて下さい。  ① ゲームのみ 参加します  

                ② ゲーム・ボウリング両方とも 参加します   

・ゲームのみ参加の方は、①～④記入、  

・ゲーム・ボウリング両方とも参加の方は、①～⑥全てを記入下さい。  

   ※靴を借りる方は、サイズを記入下さい。ﾏｲｼｭｰｽﾞを持参される方は、「ﾏｲｼｭｰｽﾞ」に○をつけて下さい。 

 

代表者連絡先（TEL、携帯）：                                  

①氏名（カタカナで記入） ②性別 ③会員種 ④種別 ⑤ガター防止機 ⑥靴のｻｲｽﾞ 

 男・女 会員・賛助会員 一般・中高生・小学生以下 使用する・しない cm・ﾏｲｼｭｰｽﾞ 

 男・女 会員・賛助会員 一般・中高生・小学生以下 使用する・しない cm・ﾏｲｼｭｰｽﾞ 

 男・女 会員・賛助会員 一般・中高生・小学生以下 使用する・しない cm・ﾏｲｼｭｰｽﾞ 

 男・女 会員・賛助会員 一般・中高生・小学生以下 使用する・しない cm・ﾏｲｼｭｰｽﾞ 

 男・女 会員・賛助会員 一般・中高生・小学生以下 使用する・しない cm・ﾏｲｼｭｰｽﾞ 

ご記入いただきました個人情報につきましては、ゲームの日に関する連絡でのみ使用いたします。 

FAX：096-288-2782 10月31日（木）締切 

「ゲームの日」ラブ・エイド参加申込書 

 

“第 1６回ゲームの日”ラブ・エイドのご案

内 

※先着順です。 
定員に達し次第
終了します。 
ご注意ください  
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8 月 31 日（土）、慈愛園パウラスホームにて
日頃から多くのアスリートも使っている「スマ
ホ」の上手な使い方を、東峰テレビ総合プロデュ
ーサーの岸本 晃氏から教えて頂きました。 

まずは、SNS ってなに？「インターネットを
通して人とのつながりを作るサービス」から始ま
り、その中の一つである Facebookについては、
みんなで考える夢のあるコミュニケーションの
場と考えて作られたとのこと。 

SON・熊本では、ビデオクラブのアスリートが
スマホで撮った地区大会や各イベントの時の写
真や映像を編集して年末の活動報告会で紹介し
ています。このようにスマホは使い方によって、
仲間作りや楽しい集まりが可能ですが、その反
面、使い方を誤ると大変なことが起きているとい
うことも事実です。話しを聞いたアスリートは、
知らなかった設定の仕方が分かってよかった。フ
ァミリーから親の知らないところで勝手にやっ
ているのが心配、などの声が聞かれました。 

 

 

正しく使う スマホ活用講座 

 

 

 

 

頑張るアスリート！職場訪問 

 

2020 年第 7 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・北海道 

 

発信とコミュニケ

ーションの違い

は？親しき仲にも

礼儀あり、考えて

上手にスマホを使

おう！ 

この大会は、2021 年にスウェーデンで
開催されるスペシャルオリンピックス冬
季世界大会の日本選手団選考を兼ねてい
て、全国から約６５０名 
のアスリートが集結し、 
競技に参加します。７月 
７日にはトーチランの採 
火式・分火式・トーチラ 
ンファーストレグも行わ 
れ、大会に向けたムード 
も盛り上がっています。 

 

開催日程：  2020年 2月 21日（金）～23日（日）3日間 

21日（金） 開会式、 

22日（土） 競技（予選：ディビジョニング） 

           23日（日） 競技（決勝）/ 表彰 / 閉会式 

 

開 催 地：  北海道（札幌市、江別市、岩見沢市） ※予定 

 

実施競技/会場：7競技 4会場 

・アルペンスキー、スノーボード/Fu’sスノーエリア（札幌市） 

・フィギュアスケート、ショートトラックスピードスケート 

/真駒内セキスイハイムアイスアリーナ（札幌市） 

・クロスカントリースキー、スノーシューイング/飛烏山公園（江別市） 

・フロアホッケー / 北海道教育大学 岩見沢校（岩見沢市） 

式典会場 

・札幌市中央体育館 / 開会式、閉会式 

熊本からはショートトラックスピードスケート、ス

ノーシューイング、フロアホッケーの３競技に 

２８人のアスリートが参加予定です。 

 

熊本市国府にある「ひまわりパン工房 

・カフェ」を訪ねました。ここには、 

チャレンジド 15人、支援員 4人でたく 

さんの種類のパンと熊本産米粉を使用したドーナツを作
っています。諸藤施設長は、「自分たちで出来るというこ
とを増やして、支援員はあくまでも見守りという立場であ
りたい。」と優しく仰ってました。朝 9時から其々の持ち
場で仕事を始めて、10 時からの朝礼、一日の目標をみん
なで言った後に再度作業開始。お昼を挟んで、15 時半ま
でパン作りを連携よくスムーズに心を込めて作っている
様子にここでも SO のアスリートの頑張る姿を見ること
ができました。 

 

 

 

  

競技会場紹介！ 

 

札幌市

市）

steam

札幌

市）幌

札幌

市）

市） 

江別市 
岩見沢市 

（金森 考司さん） 

5 種類のドーナツ
を作っています。
チャレンジドの仲
間と一緒に仕事を
したり遊んだりす
るのが楽しいで
す。 

（松村真人さん） 

お客様との会話
を楽しんでいま
す。皆さんのご
来店をお待ちし
ています！ 
 
 

（松永 知子さん） 

パンの生地を正確
に量っています。お
昼休みにおしゃべ
りするのが楽しい
です。 
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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 6/7～8/22 受付分 敬称略 順不同）  

【個人会員】浦川勉 緒方瑛朗 石橋綾 黒田しのぶ 黒田雄一郎 中村勝子 中村邦雄 潮谷義子 中島良一 
世良喜久子 後藤純子 今村智子 荒川慶 河内愛 津志田眞知子 大塚淳子 柚原由美子 浜島慧 山田留美 
宮﨑誓志 野間晴美 松岡喜美子 明瀬敬二 前田典子 
【個人賛助会員】川内雅翔 右田雄大 井上洋子 日當康生 松野文雄 黒田ひかり 吉村亮祐 田嶋順 田嶋尚
代 井芹好美 荒木はる子 今村薫 河野静江 荒川琢磨 柚原敬一郎 新野尾香代子 山田凌久 堤雄渡 堤
稔晴 皆月由美子 山口暁子 西名裕麻 宮﨑志優 西村豊和 前田一光 吉坂卓也 

【団体賛助会員】サポートセンター悠愛 ㈱シアーズホーム 
ご寄付等ありがとうございます（敬称略） 中満いく子 石橋綾 潮谷義子 今村智子 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 月の行事予定 

11 日（水） イエローレシート活動日 

14 日（土） ボランティア説明会 

22 日（日） EKS ﾃﾞイ～SO 運動会～ 

10 月の行事予定 

10 月 6 日（日）～ 第 16 回地区大会開会式、競技開始 

１2 日(金)～13 日 第 1 回全国ユニファイドバスケ大会 

※常務理事会・合同委員会・ＳＰ委員会 随時開催 
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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              

９，１０月号内容 
・第 16 回地区大会 ・全国ユニファイドバスケットﾎﾞｰﾙ大会＆ブロ
ック大会・地区大会チラシ ・開会式・HAP・交流会  

・物品購入 ・運動会・ゲームの日 ・スポーツプログラム 

・ボランティア説明会・冬季ナショナルゲーム＆SNS 講習会＆頑張
るアスリート ・GOA コーチクリニック他 

 

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。 

  

 

  

第２回楽球甲子園 

SO が４ブロックで優勝！ 

 

8 月 17 日（土）慈愛園にて、潮谷理事長をはじめ 13 人の

理事の出席の中、前期の活動報告及び後期の活動の説明や

物品購入、地区大会、NG などについて活発な意見交換、
検討がなされました。 

2019 年度 第 2 回理事会 

高田浩子さん 

全国障がい者スポーツ大会出場おめでとう！ 

     （１０月１２日～１４日：茨城県） 

ボウリング競技に、熊本ブランチ吉田彩さんが

出場します。力を出し切り、頑張ってきて下さい！ 

 

GOA コーチクリニック 

3 名の事務局員の方々が新たに仲間入
りされました。どうぞよろしくお願いし
ます。 

 

田中由美子さん 田中より子さん 

 8 月 31 日土曜日、慈愛園で熊本のコーチ対象のコー

チクリニック（ゼネラルオリエンテーション、アスリー

ト理解）の研修が行われました。今年度は、認定コーチ

の更新のためだけではなく、年に数回、コーチが学ぶ機

会を作ろうとスポーツ委員会で話し合った 1 回目の研

修でした。 

鹿児島の宮脇トレーナーから、具体的なアスリート

の姿を織り交ぜながら、わかりやすく話していただき

ました。 

 アスリートが生き生きと活動 

できるスポーツプログラムをめ 

ざして、コーチも頑張っていき 

ます。 

（スポーツ委員長 黒田雄一郎） 


