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フライングディスクは初めてのプログラムで

すが、14名のアスリートの参加がありました。

受付や準備はもちろん、検温やディスクの消毒

などコロナ対策にファミリーの応援があり、ス

ムーズに始まりました。

昨年の中村勝子さんの講演会を聴いて参加な

さるようになった、フライングディスク協会の

篠原様のご協力もあり、ディスクの持ち方や投

げ方など初歩から指導をしていただきました。

みんなうまくなるのが早く、輪の中に何度も入

れるアスリートもいました。

（荒尾ブランチ 田島光枝）

フライングディスクは楽しかった、
つぎもがんばります！

（アスリート：村上雄一朗）
ルールが分かり易いためフライン
グディスクは気に入ったようです。
次も楽しみにしています。

（ファミリー：母）

スペシャルひさしぶり。フライングディスクはじめてだね。上手に投げ
れたよ、丸い輪の中に入ったよ。また来週がんばります。楽しみ！

（アスリート：河田晃希）
とくに、他のアスリートさんとお話しするわけではありませんが、SOの
日は笑顔で、穏やかで私も嬉しいです。 （ファミリー：母)

ディスクの使い方を説明したら、よく理解し、
飛ぶようになって、よかったです！

（篠原コーチ）

火の国Salamanders代表取締役社長兼 GMの神田 康範社長（中央）にお会いして、スペシャルオリン

ピックスのことをお話ししました。アスリートが日ごろから楽しくスポーツをやって、地区大会でその

成果を発揮していること、そして全国大会や世界大会にまでつながっているSOの活動に感銘され、

「何か一緒にできませんか？」と嬉しい言葉をいただきました。「野球が好きなアスリートやコーチも

います！」と話すと「ぜひ、SOの皆さんで、のぼりを立てたり、ボールボーイや入り口でのお出迎え

をしたりなどやって下さい。観覧席で応援もして下さい。」とおっしゃられ、これからの試合の観覧

チケットもいただきました。

☆火の国サラマンダーズ：
2021年開幕のプロ野球独立

リーグ・九州アジアリーグに所
属する熊本県のプロ野球チーム

QSK NEWS LETTER

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

2021年５月・６月

～火の国サラマンダーズを応援しよう！～

＊印刷は、富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱様
のご協力を頂きました

フライングディスク始まる！
～荒尾ブランチ～
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これまで運動とは無縁だった私ですが、な

んだか面白そうと思って初めてマネージャー

に手をあげました。

プログラム初日、私が初めて間近に見る馬

の鞍はかなり高い位置に見えるのに次々と騎

乗していくアスリートたち。

アスリートとコーチの練習の様子を見ている

だけで学ぶことがたくさんあります。ファミ

リーの皆さんのご協力に感謝して、馬術ブリ

ティッシュプログラムが安全で充実したプロ

グラムになるよう支えていきたいと思います。

（マネージャー：矢野小百合）

お天気に恵まれ、８名のｱｽﾘｰﾄ、ﾌｧﾐﾘｰ、ﾏﾈｰｼﾞｬｰが参加し、

山下律子ﾄﾚｰﾅｰ、御船ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞの元ZCL.山下民翁も来場され

ました。一般社団法人日本ライオンズﾞ様には、SONは2017

年ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ協定を結んで以来、各ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑへのご協力・ご支

援を頂いております事に感謝申し上げます。

個人競技ですので、一人ずつの進度にあわせ、ゆっくりと、

しかも丁寧に着実に活動を進めていきます。もう少し馬に馴

れてきたら、準備（馬装）と終わった後の馬の手入れ等ﾌﾟﾛｸﾞ

ﾗﾑに入れていきます。ｺﾛﾅ禍の中、安全面に最大限の配慮をし

ながら、楽しく、競技会を目指せる活動をしていきたいと

思っています。 Enjoy Riding ! (コーチ：馬場 朋子）

野村虎次郎さんと馬場コーチ

緊張していましたが、滅多に触

れ合えない馬と貴重な時間にワ

クワクしました。

中野蓮音さん
毎回馬に乗るのを
楽しみにしています。

加藤滋さん
姿勢も良く、堂々とした
乗りっぷりで先が楽しみ
です（コーチ）

野口怜雅さん
小学生の時ホースセラピーで
乗って以来。体も大きくなり友
達と一緒で嬉しいです。

浦上佳乃さん
サンダーと一緒に楽しい！

工藤樹さんとリガー
怖々だったのに、休止の連絡に
残念！の連発でした（母）

清原渚子さん
久しぶりに大好きな乗馬が
できて嬉しいです！

前田拓海さん
体験会はあいにくの雨。馬は

初めてだったけど、バイクに乗
るので感覚がわかり、とてもよ
かったです。

SOの馬術競技には、ブリティッシュとウエス
タンという２つのスタイルがあります。
ウエスタンのプログラムは阿蘇市、夢☆大地グ
リーンバレー様のご協力で開催していましたが
現在は休止中です。

世界につながる

馬術・ブリティッシュ、始動！

馬場 朋子コーチ
関西学院大学馬術部時代

プログラム会場
合志市、ライディングパークHAW様
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【熊本】

ボウリング

【熊本】

テニス

【熊本】

SOボッチャ

【植木】

SOボッチャ

【植木】

サッカー（後期）

5/29～7/24 5/30～7/25 5/30～7/25 7/4～8/29 5/2～6/27

土曜日（全８回） 土曜日（全８回） 日曜日（全8回） 日曜日（全８回）
日曜日（全9回）

*前期4回終了

19:00～21:00 17：30～19：30 10:30～12：30 9：30～11：30 9：30～11：30

30　名 10　名 なし 10　名 10　名

5/29（土）

18：30　～

5/29（水）

17：00～

5/26（水）

19：00～

6/27（日）

11：30～

4/25（日）

11：30　～

ナムコ南熊本 ファミリア浜線店 オンライン 熊本市立吉松小学校 熊本市立吉松小学校

5/21（金） 5/21（金） 5/21（金） 　　6/20（日） 4/22（木）

熊本ブランチ 熊本ブランチ 熊本ブランチ 植木ブランチ 植木ブランチ

事務局　宛 事務局　宛 事務局　宛 緒方初美　宛 緒方初美　宛

FAX FAX FAX FAX FAX 

096-288-2782 096-288-2782 096-288-2782 096-272-4505 096-272-4505

黒田雄一郎 秦　美保 吉田　祐一 松本　富子 松本　富子

田畑 公子
梅田友子、中原愛子

上村千代子

梅田秀一、風間悠子

岡本雅美

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

ファミリアインドアテニ

ススクールはません

店

龍田の森体育館、

熊本市中央公民館

他

熊本市立

吉松小学校

〒861-0104

熊本市北区植木町

今藤293

〒860-0001

熊本市中央区千葉

城町5-50熊本メディ

アビル４階

200円/1回

+会場負担金

200円/1回+150

円程度
200円/1回 200円/1回

〒860-0001

熊本市中央区千葉

城町5-50熊本メディ

アビル４階

チーフコーチ

説明会

申込先

申込締切

ナムコ南熊本

200円/1回

+会場負担金

〒860-0001

熊本市中央区千葉

城町5-50熊本メディ

アビル４階

熊本市立

吉松小学校

期　日
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スポーツプログラムのご案内 2021

コーチトレーニング

マネージャー

〒861-0104

熊本市北区植木町

今藤293

場　所

参加費

時　間

定　員

〈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。

※新型コロナのリスクレベルにより中止となる場合があります。

中止の場合は、一斉メールでご連絡致します。HPにも掲載いたしますのでご確認ください。
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【人吉】

競泳

【御船】

競泳

【御船】

フライングディスク

【御船】

バレーボール

【水俣】

陸上

6/27～8/29 5/８～6/26 7/24～9/18 ７/24～9/18 5/30～11/28

日曜日（全10回） 土曜日（全８回） 土曜日（全８回） 土曜日（全８回） 日曜日（全8回）

10：00～12：00 18：00～20：00 18：00～20：00 18：00～20：00 10：00～12：00

なし なし なし なし 10　名

6/27（日）

9：30～

5/8（土）

18：00～

7/24（土）

18：00～

7/24（土）

18：00～

5/30（日）

9：00～
あさぎり町免田

B＆G海洋センター
御船スポーツセンター 白旗小学校体育館 白旗小学校体育館 エコパーク水俣陸上競技場

6/7（日） 4/30（金） 7/15（木） 7/15（木） 5/28（金）

人吉ブランチ 御船ブランチ 御船ブランチ 御船ブランチ 水俣ブランチ

事務局　宛 川上愛子　宛 川上愛子　宛 川上愛子　宛 柿本英行　宛

FAX FAX FAX FAX FAX

0966-43-1001 096-282-2654 096-282-2654 096-282-2654 0966-63-6904

矢幡　直人 江口　次朗 一圓 留美子 木戸内 富子 柿本　英行

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

期間 時間

2/28～12/19 10：00～12：00

4/18～ 10：00～12：00

4/18～ 10：00～12：00

4/4～6/27 14：00～16：00

4/11～11/28 10：00～12：00

5/8～7月中旬 19：00～21：00

4/4～6/6 15：00～17：00

4/11～6/13 10：30～12：00

5/2～6/27 9：30～11：30

4/4～6/13 10：00～12：00

3/28～11/28 10：00～12：00

4/4～3/20 10：00～11：30

5/23～ 10：00～12：00

県営八代運動公園

水俣市総合体育館 温水プール

熊本県身体障がい者福祉センター

熊本市総合体育館

〒 868-0415

球磨郡あさぎり町免

田西445-4

会場

深川体育館

小国支援学校体育館

小国支援学校体育館

荒尾市テニスコート

小岱作業所

吉松小学校

ライディングパーク HAW

熊本競輪場

現

在

開

催

中

の

プ

ロ

グ

ラ

ム

【ブランチ】種目

【水俣】バドミントン

【小国】ボッチャ

【小国】フロアホッケー

【熊本】馬術（ブリティッシュ）

【熊本】自転車

【熊本】バドミントン

【荒尾】テニス

【荒尾】フライングディスク

【植木】サッカー

【八代】陸上

【水俣】競泳

【熊本】ユニファイドバスケットボール

【熊本】体操

場　所

説明会

申込締切

申込先

チーフコーチ

マネージャー

コーチトレーニング

あさぎり町免田

B＆G海洋センター

御船

スポーツセンター

エコパーク水俣

陸上競技場

200円/1回

〒 867-0011

水俣市陣内2-15-

10

長嶺中学校またはサンライフ熊本

時　間

期　日

参加費

定　員

白旗小学校

体育館

白旗小学校

体育館

300円/1回
200円/1回

+会場負担金

200円/1回

+会場負担金

200円/1回

+会場負担金
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【商品内容】
・米粉アーモンドクッキー（６枚）
・米粉くるみクッキー（６枚）
・フロランタン（４０g）
・スノーボール（６個）
・米粉ストロベリースノーボール（６個）
・黒ゴマクッキー（２０g）
・ドリップコーヒー（１０g）×２袋 合計７種類

賞味期限 最短製造後４０日
箱サイズ（cm）：横１０×縦２２×高さ5.5

SON・熊本はスポーツを通して障がいのある人もない人も誰もが楽しく過ご
せる共生社会を目指し、年間を通してのスポーツプログラムとその成果発表の
場である地区大会の実施、全国大会、世界大会への選手団派遣を行っていま
す。その活動資金は会費や御寄付、チャリティーイベントで賄われています。
今回、SON・熊本のアスリートが関係する福祉事業所や企業の皆さまにご協
力をいただき、物品購入とご寄付を募ることとなりました。皆様の応援、ご協力
のほどよろしくお願いいたします。

SON・熊本 物品販売実行委員会、ファミリー会

☆ご注文は別紙注文書でお願いいたします。価格はSON・熊本への寄付が含まれています。

商品①【サンシャインワークス】
武蔵焙煎工房
～コーヒードリップギフト～

2,000

オリジナル紙袋付き

【商品内容】
・筒1 本：
武蔵ブレンド／ドリップ5包入り
・ドリップ２包
マイルドブレンド・コク深ブレンド／各1袋

賞味期限：約1 年
筒サイズ（cm）：高さ15.5×直径7.46
紙袋（cm）：高さ2４×横20×幅9

税込

円

武蔵焙煎工房のコーヒーは、「焙煎したて」にこだ
わっており、少しずつ焙煎し新鮮な豆をご提供してい
ます。焙煎したての新鮮な珈琲豆の味をぜひお楽し
みください。今回、１０種類のコーヒー豆の中よりお薦
めをプレゼントに最適なドリップタイプにし、人気の
筒ギフト、ネコラベルでお届けします。

商品②【託麻ワークセンター】

～クッキー詰め合わせ～

「ベーカリーさくら」の人気商品を詰め合わせたオリジ
ナルのクッキー詰め合わせです。６種類の味や食感を
楽しめる焼き菓子と自家焙煎したドリップコーヒーでご
自宅でのティータイムにも👍安心・安全をモットーに
一つひとつ真心を込めた商品です。商品③【三友堂茶舗】

～熊本産初摘み新茶～

【商品内容】

玉緑茶（新茶）100ｇ １袋

賞味期限：１年間
※開封後は密封して冷蔵庫へ
化粧袋梱包後サイズ（ｃｍ） ：

幅14X高さ24X厚さ2 化粧袋入り

熊本県は玉緑茶の国内有数の産地で、生産量全国3位に
位置し約2割程度を占めています。煎茶が伸び形をしてい
るのに対して、玉緑茶は茶葉が勾玉（まがたま）状になるよ
うに仕上げた独特のお茶で、蒸す製茶法で煎茶の様な青臭
さを抑える作り方をしています。ゆっくりと葉が開くので、二・
三煎目も美味しく飲めてお茶の時間を長くお楽しみ頂けま
す。

～

商品④【SON・熊本】

～寄付～

1口 1,000円

スペシャルオリンピックスに参加するアス
リートをはじめとする障がいのある人もない人
も一緒に楽しく暮らせる社会の実現のために、
ご支援よろしくお願いします。

☆限定１００セット ☆限定１００セット

2,000

☆限定１００個

2,000

税込

円

税込

円

☆限定数を超えた際も購入できますが、お届
けまでにお時間をいただく場合がございます。

２０２１年度

ギフトBOX入り



※ご注文はこの注文書またはメール（宛先QRコード裏面記載）でお願いいたします。

太枠内をご記入ください。　

1 個 2000 円 個 円 1 個 2000 3 口 3000 円 7000 円

個 円 個 円 個 円 口 円 円

個 円 個 円 個 円 口 円 円

個 円 個 円 個 円 口 円 円

個 円 個 円 個 円 口 円 円

お
名
前

〒
ご
住
所 TEL:

（記入例）山田　元気

合計

・商品のご準備ができましたらご連絡いたします。SON事務局でお受け取り、お支払いをお願いいたします。
・配送ご希望の方は送料着払いで承ります。ご希望の方は下記へお届け先をご記入ください。
                                          発送はお品代入金後になります。詳細は裏面の案内をご確認ください。

合計金額

2000円 1000円

【注文書】
締め切り２０２１年６月10日（木）

　　　　スペシャルオリンピックス日本・熊本　物品購入・御寄付

※裏面もご覧ください。

【託麻ワーク
　　　　センター】

【サンシャイン
　　　　　　ワークス】 【三友堂茶舗】

ご住所
　〒

御所属
所属ブランチ、参加予定プログラム、団体名などございましたらご記入ください。

ご注文内容

お名前

※2名以上でお申込みの
場合はお名前をお書きく

ださい。

①クッキー
　　　詰め合わせ

②コーヒー
　　ドリップセット

③熊本産
　　初摘み新茶

④SON・熊本
　寄付

※１
｢寄付受領証明書｣
について　※１をご参
照ください。

2000円 2000円

　※１　④SON・熊本寄付お申込みの方へは代表者様宛で「寄付金受領証明書」を発行いたします。
　　　　２名以上でお申込みの方で、個別に「寄付金受領証明書」が必要な方はお知らせください。

代表者名 電話番号

お問い合わせ、注文ＦＡＸはこちらまで

スペシャルオリンピックス日本・熊本 事務局

TEL：096-288-2781 FAX：096-288-2782
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（緑茶数個同包、同価格）

690

910

1160

1410

1660

1890

360ゆうパケット 緑茶3個

140ｃｍ
コーヒーセット１又は２個
　　＋クッキーセット２個

　　～物品購入・御寄付お申込みについてのご案内～

　　　　　　　　　　ご注文、御寄付をいただいた皆さま

　この度は、スペシャルオリンピックス日本・熊本の活動にご理解とご協力いただきまして感謝
申し上げます。商品は感染対策を万全にとりながら手作業で準備しているため、ご準備までにお
時間をいただく場合がございます。　商品の準備ができましたらご連絡いたしますので、スペ
シャルオリンピックス日本・熊本事務局でお受け取りとお支払いをお願いいたします。

　　　　　　　　　御寄付のみ（商品注文なし）の方へ

　御寄付のみの方はお手数ですが事務局へご持参、又はお振込みをお願いいたします。

　　　　　　　　　　商品着払い配送のご希望の方へ

　配送ご希望の方は恐縮ですが商品代金は前払いでお願いいたします。注文時に事務局でお支払
い、または下記口座へお振込みをお願いいたします。
送料は着払いになります。発送手続き完了後に送り先の電話番号に送料の連絡をいたします。
（発送手続きはKP5000さんへ委託します。配送業者は「ゆうぱっく」または「ゆうぱけっと」
を予定しています。おおよその送料は下の表をご参照ください。）
なお、梱包には再生資材を利用させていただくことをご了承ください。

ゆうパック　送料（持ち込み割引料金）
　熊本発→熊本着

サイズ
3辺合計

送料（円）
目安

60ｃｍ ・クッキーセット１個

80ｃｍ
・コーヒーセット１又は２個
・クッキーセット２個

100ｃｍ

160ｃｍ

ゆうパケット（緑茶のみ対応）

120ｃｍ
コーヒーセット１又は２個
　　＋クッキーセット１個

お振込み口座

（お振込みをされる際は、お振込み予定日をSON・熊本

事務局へご連絡ください。）

ゆうちょ銀行 （記号） 17150

（番号） 39422861

（名義）エスオーエヌ

クマモトファミリーカイバザーイインカイ

＜他行よりお振り込みの場合＞

ゆうちょ銀行 （店名） 七一八 （店番） 718

（預金種目） 普通預金

（口座番号） 3942286

（名義）エスオーエヌ

クマモトファミリーカイバザーイインカイ

※お申し込みは表面の注文書またはメール kumamoto@son.or.jpよりお願いいたします。

メール注文用QRコード →

読み取り後、「メール作成画面はこちら」をクリック、本文に<ｂｒ>表示が混ざる時

には最初の画面に戻って「こちらから」をクリックしてください。
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2021年度 物 品 販 売
コロナに負けない！アスリートが通う事業所とともに・・

コロナウイルス感染拡大により、プログラム自粛や大会が中止になり悲しい思いをされているアスリート、

皆さまも多いことと思います。コロナウイルス拡大は、SON・熊本の運営資金確保にも影響を及ぼしています。

SON・熊本の財源は会費や寄付の他に、チャリティーイベントや大会の広告収入などで賄われていますが、こ

れらの活動自粛により厳しい状況に立たされています。「プログラムや活動を楽しみにしているアスリートの

ためにもSON・熊本を存続させたい」という思いから、今年度もアスリートが在籍している福祉事業所、企業

の皆様、NPO法人KP5000様にご協力をいただき、物品販売と寄付を募ることとなりました。SON・熊本のア

スリート、そして福祉事業所への応援、ご協力のほどを宜しくお願いいたします。

SON・熊本 物品販売実行委員会・ファミリー会

物品販売出品事業所の紹介

QSK（らぽーる） 1997年9月18日第三種郵便物承認 通巻 7477号2021年 ３月31日発行（日刊）

１、サンシャインワークス

１ 、 託 麻ワー ク セ ンター

３、三友堂茶舗
この企画にご協力いただいてる

NPO法人 KP5000

７

創業 1 3 0 余年、現在 5 代目で熊本
市中央区坪井でお茶・茶道具の販売
をしております。孫がアスリートと
して参加しているのが御縁で物販さ
せていただく事になりました。
袋入り、箱入り、詰め合わせなど予
算に応じて御用意致しております。
市内配送無料および金額に応じて全
国へも発送も承ります。お中元、お
歳暮、お土産など贈り物に美味しい
熊本のお茶はいかがでしょうか。

T E L / F A X :  0 9 6 - 3 4 4 - 3 4 4 8

熊本市東区小山の清閑な住宅街の
一角にある事業所で主に知的障がい
者の方々を中心に障害福祉サービス
を提供し、利用者個々の基本的人権
を尊重しながら利 用 者 主体のサー
ビスに心掛けています。共生社会の
実現のために地域の方々との関わり
を深めつつ利用者の皆さんの働く場
所として努力しております。
移動販売もしておりますので
お気軽にお声がけください。

私たち K P 5 0 0 0 （くまもとプロジェ
クト 5 0 0 0 ）は、「はたらきづらい・
生きづらい」方々を応援しています。
「熊本県内で働く障害のある人を
5 0 0 0 人にする」こと、「自立した持
続可能な障害福祉事業所づくりの中間
支援となる」ことをミッションに掲げ、
ひとりでも多くの方が、自分のもって
いる力を発揮し、自分らしく輝くこと
のできる舞台をつくりつづけます。
《活動内容》
・熊本の障害福祉に関する情報検
索ツール「プラグ」
・働きづらい方の就労支援
・障害福祉事業所のサポート
・誰もが安心して参加できる

余暇活動の開催や居場所づくり

合志市豊岡にて設立から今年で24年、

「ゆめをカタチに」が理念のサンシャイン

ワークスです。主に就労の施設で、現在約

70名の方が毎日仕事をしています。一般企

業に就職したい！1人暮らしをしたい！お

給料が欲しい！など、1人1人のゆめをサ

ポートしています。

武蔵焙煎工房もA型事業のひとつ

です。毎日コーヒーの香りに包ま

れながら、ひとつひとつ手作業で

商品を作り上げています。
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5月 6月の行事予定

☆各委員会（SP、ファミリー、アスリート）
☆コーチクリニック

～新しい事務局員です～

2021年度入会・会員継続ありがとうございます（2021年3/1～4/20受付分 敬称略 順不同）

【個人会員】宮﨑歩美 世良喜久子 池上智美 開田耕 清原英雄 清原協子 金森克江 佐々木優子 小座本明美 北島
和子 木村文彦 永田きよみ 田中より子 田中陽礼 田島光枝 平倉真由美 西尾京子 井芹護利 玉眞洋子 中島昌道
中島和子 大嶌エイコ 山田省子 古田めぐみ 藤本吉子 吉本ヒデ子 緒方美幸 早野奈々 北神恭子 上原優子 亀山
裕子 松本富子 草野隆夫 大家敬子 糸山幸子 田端映規 江口次朗 前田阿由美 前田拓海 渡邉延余 山本緑 新野
尾香代子 黒田雄一郎 黒田しのぶ 永野翔平 関美起子 岡村美代子 木戸内富子 須﨑美穂 吉田圭助 野口良枝
中原サト子 宮川健一郎 笹本和裕 古賀和枝 明瀬敬二 山下民翁 山下律子 羽田野廣史 中野真理子 中川久美子
山部頼子 後藤純子 山村修司 釼光道 信國宏征
【個人賛助】宮﨑大樹 池上裕樹 清原渚子 野中麗子 開田康太 金森考司 佐々木健成 佐々木康隆 小座本広海
北島宣夫 木村諒 井芹尚平 永田鈴夏 田島衆一 田島千尋 平倉武士 田中晟登 坂口倫章 玉眞聖那 加藤勤子
加藤滋 西名裕麻 古田健将 古田雄亮 大野佳奈美 右田よし子 吉本義賢 吉本真紀 緒方憂斗 早野鷹王 北神飛翠
亀山弘貴 上原千明 草野航世 高尾洋子 大家梨花子 堤雄渡 渕上義健 宮崎真治 糸山誠悟 藤江京子 坂本寿吉
渡邊岬 山本規仁 黒田ひかり 新野尾朋昌 関貴弘 谷口知久 岡村圭祐 須﨑顕 本田恵典 和久田拓郎 吉田昇平
野口怜雅 野村虎次郎 中原聡 笹本圭翔 古賀雅也 羽田野史佳 中野蓮音 白ケ澤強 白ケ澤京子 中川美季
山部和也 山村夏主麿
【団体賛助】株式会社健成圓 ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄ熊本さくら
【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】ありがとうございます（敬称略）上原優子 真和高校1年5組 福田路子 宮尾千加子

「４月からお世話になってお
ります。江口朱(えぐちあか
し)です。事務局にお越しの際
は、お気軽に声をかけてくだ
さい。」

～新広報アドバイザー紹介～

4月から新体制で始まっているSON・
熊本に頼もしい仲間が増えました！
元熊本日日新聞社編集局長で、SO長野世界
大会に熊本チームの同行取材をなさった
平野 有益さん（県立大学客員教授）です。熊日に連載された
「カッチンおばさん侵攻」や中村勝子さんの聞き書き「カッ
チンが行く」の編集・出版をされました。「アスリートを中
心にした元気な紙面づくりのお手伝いを」と話されました。
らぽーるの編集のご指導だけでなく、メディアへの発信など
これからもアスリートが輝けるような広報をお願いしたい
と思っています。

～アスリート便り～（熊本ブランチ杉本真一）
3月14日、くまもと森都心プラザ図書館主催の

ビブリオバトルに出場しました。惜しくもチャン

プ本の座を逃しましたが、また参加したいです。
＊ビブリオバトル：お薦めの本を持ち合い、本の魅力を
紹介しあう新しい書評形式。＊チャンプ本：どの本が一
番読みたくなったか？を投票する。

【プログラム、野球観戦、お茶会、休止及び延期のお知らせ】

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、SON・熊本の活動を暫く休止することになりました。
再開するときは、一斉メールやＨＰでお知らせします。 SON・熊本理事長 潮谷 義子

〖 SON・熊本HAPからのご報告！〗

医歯薬出版社の「臨床栄養」に、SON・熊本の地区大会で開催し

ているHAPでの栄養相談のご担当者・大塚健司先生が、知的障が

い者の食事・栄養の課題について発表され、20年～30年後を見据

えた安全で快適な食環境整備に向けて、栄養介入方法の検討が

必要だとお話しになってます。事務局に本があります

〖らぽーる〗編集委員を募集中
です！ニュースレター作りに

興味がある方、ご連絡をお待ちし
ています。

mailto:kumamoto@son.or.jp

