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“SDGｓ”最近よく耳にし、目にいたします。
国連は「誰ひとり取り残さない地域社会」「持続可能な開発をめざす」と、
その主旨を定めています。
今、全世界がコロナウイルスに立ち向かっている最中、この主旨に力強さ
を覚えます。この主旨は、単なるフレーズ、メッセージや理念ではありませ
ん。社会の構成員と位置付けられながら、そこからこぼれおちている人々を
取り残さない、危険信号が点滅している自然環境から目をそらさないで行動
することを求めています。
国は、熊本市をモデル都市の一つに選定。すでに市は行動計画を遂行して
います。
一方、スペシャルオリンピックス（以下SO）日本・熊本は、30年前からス
ポーツをとおして障がい児者と共に生きる地域社会をめざして活動を展開し
てまいりました。 行政、SOの具体的活動が「共に生きる地域社会」に与え
ている大きな変化の実態を共有してまいり、今後にいかしていきたいと考え
ています。
これからも、どうぞよろしくお願い致します。
SON・熊本 理事長 潮谷 義子

主催者あいさつ

MC

コロナ禍の中にご出席いただいた皆
さんへのお礼、またSDGsを通して
今一度、障がいをもっている人たち
が地域の方々と一緒に、どうしたら
暮らし易くなるかを今日、皆さんと
考えていきたいと思います。
潮谷 義子SON・
熊本理事長

ご来賓あいさつ

木村 敬 熊本県副知事
SON・熊本のアスリートに寄
り添った、温かくて力強い
メッセージを頂きました。
弱い立場の方、また相手のこ
と考えると優しい気持ちにな
るのではないか？みんなで出
来ることをやっていきましょ
う！

フリーアナウンサー
小出 史さん

桑畑 宣雄
アスリート委員長

KAB時代に、SOのこと
競泳プログラムでは、アス
を最初に取材して頂いて
リートコーチもしています。
以来、SOのアスリート
を支持して下さってます。 世界大会にも行きました。
プログラム

翌日の熊本
日日新聞で
も紹介され
ました。

当日の映像を、11月11日から11月30日ま
で動画発信します。SON・熊本のホーム
ページをご覧ください！

＊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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ビデオ上映と講演「走り続けた30年、そしてこれから」

SON・熊本の生みの親である中村勝子副理事長とフリーアナウンサーの小出
史さんのトークセッションが行われました。
中村勝子さんの熱い思いに会場の皆さんも感動でいっぱいのようでした。
スペシャルオリンピックス(SO)は、30年目の誕生日を迎えました。SOは、
知的に障がいを持った人たちにスポーツを通して彼らのやる気と勇気を育て
る活動です。今、この活動を通してアスリートやコーチや会員の多くの仲間
ができました。そして、全国に広がりました。多くの方々のご支援でアス
リートたちは全国大会・世界大会にまで出場し、活躍できるようになり、
堂々と生きる力をもらっています。感謝申し上げます。
人は顔が違うようにやれることも違います。自分にできることをできるだけ
出し合うことで不可能と思われることも可能に変わるかもしれません。
これからもどうぞご一緒に宜しくお願いします。 中村 勝子

第二部

感極まって涙される
シーンもありました。

シンポジウム「誰ひとり取り残さない地域社会をめざして」

牧野 智子
大西 一史 熊本市長
コーディネーター 特定非営利活動法人
潮谷 義子
自立の店ひまわりパン工房
SON・熊本理事長 カフェ理事長

世良 喜久子
SON・熊本理事

鳥崎 一郎
大江校区社会福祉
協議会会長

最初に大西市長から、熊本市が取り組んでるSDGｓについて映像を見ながら分か
り易く説明がありました。その後、上記のシンポジストの皆さんが、ご自分の日頃
の活動をお話しになりました。それを受けて、再度大西市長からのコメント、最後
にコーディネーターの潮谷理事長に、テーマに沿ったまとめをして頂きました。

第三部

中村勝子と仲間たち「アスリートからのメッセージ」

第三部はアスリートの皆さんと中村勝子さんによるSON・熊本の活動報告です。
スペシャルオリンピックスのアスリート、ファミリー、コーチ40人がステージに上がりました。
アスリート4名が小出 史さんや
中村勝子さんのインタビューに応
え、自分たちの活動とその思い、
そしてこれからの夢を話しました。
金森 考司さん

大宅 杏佳さん

前田 拓海さん

田尻 久富さん

SON・熊本を立ち上
げた時からの思い、ま
た中村勝子さんとのSO
活動について話されま
した。そして、『SOの
アスリートが元気にこ
の熊本で地域のみなさ
んとともに楽しく暮ら
していけることを願い
ます。』と閉会のご挨
菅 正康 副理事長 拶をされました。

最後に・・

最後はくまモンが登場し、
アスリートの皆さん・
木村副知事と一緒に踊り
ました。
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実行委員会の皆さん
この一カ月半、開催に
向けそれぞれの担当部
署で頑張って頂きまし
た。
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スポーツプログラムのご案内

2020

紅葉の季節となりました。皆様お変わりなくお過ごしのことと思います。
〈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
〈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。

【植木】スノーシューイング

期

日

場

所

時
定

間
員

参加費

12/6-2/21
(日曜日）全9回
植木町運動公園・
芝生広場

9：30～11：30
10名

11/29(日)11：30

吉松小学校

【熊本】SOボッチャ

11/１～

10：30～12：30 龍田の森体育館

【熊本】自転車

11/１～

10：00～12：00

熊本競輪場

【熊本】テニス

11/7～

17：00～19：00

ファミリア
浜線店

【熊本】ユニ
ファイドバス
ケット

11/１～

10：00～12：00

熊本県身体障が
い者福祉セン
ター

【熊本】ボウリング

10/31～

19：00～21：00

LTBボウル
水前寺

【熊本】バドミントン

10/31～

19：00～21：00

熊本市立長嶺中
学校体育館

【八代】SOボッチャ 11/8～11/22 10：00～12：00

太田郷コミュニ
ティーセンター

11/20(金）
植木ブランチ

申込先

期間

時間

200円/回

説明会

申込締切

【ブランチ】種目

緒方

初美

宛

熊本市北区植木町今藤
294
FAX(096)272-4505

チーフコーチ
マネージャー

松本

富子

【植木】陸上

会場

11/1～11/29

9：30～11：30

吉松小学校

11/14～

10：00～12：00

あさぎり町高山
総合体育館

11/1～

10：00～12：00

エコパーク水俣
陸上競技場

コーチトレーニング

【人吉】バスケット

【水俣】陸上

（アスリートの絵：吉田 彩）
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～ プログラムが、はじまりました！～
＊プログラムによってはまだ再開できないでいます。
早く全てのブランチでプログラムが出来るように願っています。

＜自転車＞
待ちに待った自転車プログラムが最高の天気の中、開催されました。
さー！出発だぁ🚴
急に決まった日程で参加出来なかったアスリートも半分位いましたが、競輪
選手会の方や初ボランティアとして県会議員の鎌田さん、熊リハの学生ボラ
ンティアの小田さんの参加もあり、色々な方々に見守られながら久しぶりにアス
リートの素敵な笑顔を見ることができました。今まで当たり前にできていたことが
出来なくなった事…そしてプログラムがまたできるようになったことに感謝の一日
でした。アスリートの笑顔がたくさんみられるＳＯはやっぱり最高です！（井芹）
＜テニス・熊本＞
11月7日土曜日からファミリアテニス場でテニスプログラムが再開しまし
た。1年ぶりの再会を喜び、楽しくラケットを振っていました。｢プログラ
ムがない時でも、お父さんと練習していました｣というアスリートもいて、
先ずは、自己紹介からスタート
本当にテニスが大好きなんだなあと感じました。これからも、みんなで楽
しく頑張っていきたいと思っています。また、新しいアスリート2人も参
加して下さいました。
（田畑）
＜ボウリング・熊本＞

ボール出しは草野コーチ。
みんなの上達ぶりに、ビックリ！

久しぶりに再開してボウリングプログラムに参加できるので とても楽しみで、朝からシューズや着てい
くものを準備したりワクワクでした。ボウリング場に着いてメンバーと会えて久しぶりのボウリングに、
初めは緊張しましたが だんだん集中してきて とても楽しかったです。肘タッチにも少し慣れてきまし
た。ずっと続けて練習できたら良いなと思いました！
（西 真由子）
ボウリングプログラムは 参加者が多いので 密を避けるためにAグループBグループと 2グループに分け
て 隔週で参加できるように編成していただいて７月に再開しました。しかし、その直後に クラスターの
発生によりまた 休止となり 今回約3ヶ月ぶりの再開となりました。その間 コーチには度々の予定変更に
よる連絡など 本当にお世話になりました。娘は久しぶりにアスリートやコーチやファミリーと再会してと
ても嬉しそうでした。また、一生懸命プレイした後の満足感を押さえられない表情の娘の様子を見ている
と、SOの素晴らしさを感じます。
（ファミリー：西）

＜ユニファイドバスケット・熊本＞
大塚コーチの
エアロビクス
の指導

本日からユニファイドバスケットボールのプログラムが始まりました。練習始めに、体操プログラムの大
塚コーチによる、エアロビクスをアスリート、ファミリー共に体験させて頂きました。ファミリーからも、
とても評判が良く、また来て頂きたいとのお声も‼ 新型コロナの影響でバスケットボールがなかなか出来
ないアスリートたち。3密にならないよう気を付けながらやっと練習、試合が出来、とても楽しそうにプログ
ラムに参加してました。（古田）

みんなに会えて、お話が
いっぱいできて、うれし
いです。（栗秋 範子）

＜SOボッチャ・熊本＞
ボッチャが始まって、
楽しい！うれしい！
（那須 響）

コーチの話をしっかり聞い
て、もっとうまくなりたい
です。（黒田 ひかり）
３
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2020年度入会・会員継続ありがとうございます（2020年８/18～11/10受付分 敬称略 順不同）
【個人会員】山本幸子 渡邊四季 吉村裕幸 中神宏 毛利秀士 毛利元 毛利ラン子 角田輝美
野間晴美 萩嶺淨円
【団体会員】税理士法人近代経営
【個人賛助】徳永凱斗 山本直美 吉村亮祐 野中麗子 角田美和 川内雅翔 本田惠典
【コカ・コーラ自動販売機売り上げ寄付】鶴屋百貨店 公立大学法人熊本県立大学 社会医療法人社団高野
会 大腸肛門病センター高野病院 桜の馬場城彩苑 有限会社清和自動車 熊本保健科学大学
ご寄付等ありがとうございます（敬称略）
NPO法人花梨の家 あらおウォーターサービス株式会社 荒尾ライオンズクラブ 社会医療法人寿量会熊本
機能病院 医療法人社団藤浪会整形外科 井上病院・井上整形外科クリニック 医療法人社団保真会
医療法人社団牧野皮膚科医院 田中良医院 熊本学園大学 株式会社SYSKEN 株式会社石井盛和堂
株式会社落合葬儀社 株式会社カメイホールディングス 株式会社熊本放送 株式会社コスギ不動産
株式会社シアーズホームグループHD 株式会社せら ぽぽろハウス 株式会社中央環境管理センター
株式会社通宝 株式会社古荘本店 株式会社熊本県民テレビ 熊本県立第一高等学校同窓会清香会
合資会社ハヤカワ運動具店 社会福祉法人杏風会 ソニー生命保険株式会社熊本支社 nico熊本株式会社
フローリストヤマモト 有限会社三島自動車 学校法人銀杏学園 熊本保健科学大学 株式会社Roots
丸義物流サービス株式会社
国際ソロプチミスト熊本-わかば 豊建設工業株式会社
林田公認会計士事務所 株式会社肥後銀行 熊本第一信用金庫 株式会社熊本銀行 カンセイコンサルタン
ト株式会社 株式会社アイエムプラン 株式会社石崎商店 医療法人ゆうこう会田尻クリニック 株式会社
タケウチ 山本屋 株式会社セルモ 熊本商工会議所女性会 株式会社辰グループ 熊本いいくに県民発電
所株式会社 陽かりの郷
牧野智子 添島峯子 田中友子 山下民翁 中島昌道 前田拓海 本田惠典 齊藤琢 田島衆一 入部祥子
杉光啓子 石原靖也 柿本英行 井薫 池邊由美子 出田孝一 菅正康 齊藤裕美 潮谷義子 世良喜久子
竹内正二郎 竹屋元裕 田島光枝 田上正 萩嶺淨円 宮尾千加子 毛利秀士 山下律子 垂水和子
光永浩一郎 高木大樹 高木芽久美

～ファミリー会物品販売、コロナに負けない！福祉事業所とともに～
ご協力ありがとうございました！
・協力総数 ４１４名（18団体：360名 個人申し込み：84名）
・注文：731口（SON・熊本寄付込み福祉事業所商品：390口・寄付：341口）
大切なお給料の中から寄付をくださったアスリート、「頑張って注文を集め
ます」と注文を呼び掛けてくださったファミリー、「教え子がアスリートです。
SOを応援します」「来年も協力しますよ！」と言っていただいた支援学校や施
設の先生方、作業のお手伝いをしていただいた事務局並びにボランティアの
皆様、まだまだ書ききれないほどのお一人お一人のSON・熊本への思いとご
支援に支えられ終わることができました。
応援していただきました皆様に、心より感謝申し上げます。
収支報告は改めて総会でさせていただきます。

一つ一つ丁寧に袋に入れて
お届けしました。

SON・熊本 チャリティーバザー実行委員会、ファミリー会

11月の行事予定

「らぽーる」をWEBでご覧いただけます。

14日（土）

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

スペシャルオリンピックス日本・熊本

可愛いボックスとラッピング
をして頂きました。

EKSデー（SO運動会）
at アクアドーム
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