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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
7月 8月

＊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

SO日本は、「アスリートストーリー発表会 2021」をオンライン（zoom）で9月に予定しています。
そこで熊本でも独自の発表会を企画し、8人のアスリートの皆さんが、SOへの思いや今 頑張っていることなど
を話しました。この様子は、HP『みんなの声』のページでもご覧いただけます。9月の全国大会に熊本のアス
リートが出場するときは、またみんなで応援しましょう！
【テーマ】

①スペシャルオリンピックスの活動を通して変化・成長したこと
②私が今チャレンジしていること
③あなたにとってスポーツとは？〜障がいのある人たちのスポーツの未来〜

【参加賞】
Tシャツ、くまモンバッチ、賞状

黒田ひかりさん
テーマ ①
全国水泳大会に参加したあと
の変化を話しました。今は、
ボウリングも頑張っています。

山野紗弥さん テーマ①
SOで貴重な経験ができて
よかったです。職場でも
いつも笑顔でお客様に
対応しています。

桑畑宣雄さん
テーマ ②
20年以上続けているSO、
今アスリート委員長として
の役割を話しくれました。

江崎勇さん テーマ ③
荒尾の田島コーチの自宅から参加
バレーボールチームで、世界大会
に出場した時の経験から得たこと。
これからの目標をZOOMを通して
語ってくれてます。

大宅杏佳さん テーマ ①
バレーボールで、アブダビでのWG
に参加して多くのアスリートと友
達になれました。もう一度世界大
会に出場してもっと視野を広げた
いです。

前田耕一さん テーマ ①
陸上プログラムの練習方法を
学んだことや全国大会の開会
式のあとのダンスが楽しかっ
たです。

吉田彩さん テーマ ②
コロナで仲間に会えなく寂
しかったのですが、新しく
絵やお習字を始めました。
SOでつちかった頑張る力で
続けていきたいと思います。

【講 評】澤啓子広報担当 田島ブランチ長 山下理事 池邉理事 黒田理事 前田理事 竹屋理事 尾方事務局員
・SOに参加して、多くのことを経験した成果が今日の発表に表れていました。

・感動しました！これからも皆さんが持っている素晴らしい力をいろいろなところで発揮できることを信じています。

SON・熊本HP
『みんなの声』

Aya
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～2021 オリパラ聖火リレー～
SON・熊本のコーチやファミリーのみなさんが、人吉⇒水俣と繋ぎました！

おかげさまで。 熊本ブランチ 釼光道

2021年5月5日、水俣での最終ランナーとして現地に向かう新幹線。

道中は大雨。心配をよそにお昼には光が射し、海も凪いだ。

お揃いのTシャツを着た、親戚一同の応援を前に、前者ランナーからトーチキス

を受けた。船場へ走り、12隻の漁船を従え、最前の船上で誇らしげにトーチを

掲げる。潮風がとても気持ちいい。とても晴れやかな笑顔で。

漁船での聖火ランは20分ほど続いた。船を降りる時、突然、

１羽の雀が舞い降りた。手を差し伸べると、乗ってきて

しばらくして飛んでいった。あの雀は…昨年末に亡くなっ

た妻の化身のようだった。

と言わん わたしのおかげで晴れたのよ、と言わんばかりに。

すべて、由美のおかげさまだったのか。ありがとう。

聖火リレーを走って 熊本ブランチ吉田祐一

今回聖火ランナーに選ばれたのは、これまでのSO

をはじめ障がい者の支援活動を評価していただいたからで、

自分が走ることで少しでも障がい者スポーツの認知度が上

がることを祈りながら、また走れることへの感謝を精一杯

表現して走りました。なので、最初から最後までずっと手

を振り続けました。たった200ｍでしたが、トーチの重さも

あり、これまでで一番エネルギーを使った200ｍでした。

SOの水俣ブランチの皆さんからの応援はじめ沿道の方の声

援、おれんじ鉄道の警笛の応援を受けながら楽しく走るこ

とができました。

水俣ブランチの皆さんが沿道で応
援してくれました！オレンジ鉄道
の列車も一緒に走ってます。

聖火ランナーとして 人吉ブランチ 中神 宏

聖火リレー当日は、朝から雨。スタート時間は10時、私たちランナーは７時５０分に

集合して、トーチの持ち方など諸注意を確認後、トーチリレー最大の見せ場である、

トーチキスを次のランナーと打ち合わせ。私は、昨年の７月４日に発生した激甚災害

（水災）で壊滅的被害を受けた人吉の皆様の復興に向けた力強い姿を全国いや世界に発

信したいと思っており、言葉と一文字のパフォーマンス

「かんばってます・人吉」一文字は、人吉の頭文字「H」を。

後日皆様より、激励の言葉をいただきました。

アスリートの皆さん！自分の思いを誰かに伝える事に、取り組んでく

ださい。思いは必ず伝わります、伝える方法は、言葉でも、ダンスでも、

手話でも、何でもいいと思います。

次は、皆さんが聖火ランナーとして思いを世界中の人々に伝えてください!                                       
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【NHKの映像が
見られます】



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　　　         　　     　　　

  　　 
         　 　　　　　　　 　
　                      

【熊本】

ボウリング

【熊本】

テニス

【熊本】

陸上

【熊本】

ゴルフ

【植木】

サッカー

【玉名】

卓球

9/18～11/20 8/28～10/16 9/26～11/28 ９/5～10/24 ９/5～9/26 9/4～11/14
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4回） 土または日（全８回）

19:00～21:00 17:30～19:30 10:00～12:00 8:30～9:30 9:30～11:30 10:00～12:00
30　名 10　名 なし 5名 10名 なし

プログラム初日 プログラム初日 プログラム初日 8/29　 11:30～ プログラム初日

ファミリア浜線店 パークドーム周辺
下硯川サンバレー

ゴルフプラザ
吉松小学校

ゆとりーむ（変更

の可能性あり）
9/17（金） 8/20（金） 9/17（金） 8/27（金） 8/27（金） 8/27（金）
熊本ブランチ 熊本ブランチ 熊本ブランチ 熊本ブランチ 植木ブランチ 玉名ブランチ
事務局　宛 事務局　宛 事務局　宛 事務局　宛 緒方　初美　宛 宮　貴美代　宛

FAX　096-288-2782 FAX　096-288-2782 FAX　096-288-2782 FAX　096-288-2782 FAX　096-272-4505 FAX 0968-78-4844

黒田　雄一郎 秦　美保 土田　誠也 山中　英稔 永井　崇雄 岩下　勝己
田畑 公子 梅田、風間、岡本

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 プログラム初日

【荒尾】

テニス

【荒尾】

陸上

【荒尾】

バレーボール

【御船】

バレーボール

【御船】

フライングディスク

【水俣】

競泳

9/5～10/31 ９/4～10/30 9/1～10/27 8/7～8/28 9/4～9/18 7/25～11/28
日曜日（全9回） 土曜日（全9回） 水曜日（全9回） 土曜日（全3回） 土曜日（全3回） 日曜日（全8回）

14:00～16:00 15:00～17:00 18:30～20:30 18:00～20:00 18:00～20:00 10:00～12:00
なし　 なし　 なし　 　なし 　なし 　なし

8/29（日）

10：00～

8/29（日）

10：00～

8/29（日）

10：00～
プログラム初日 プログラム初日 プログラム初日

東区内公民館 東区内公民館 東区内公民館
白旗小学校

体育館

白旗小学校

体育館

水俣市総合体育館

温水プール

8/27（金） 8/27（金） 8/25（水） 7/30（金） 　　8/27（金） 　　7/18（日）
荒尾ブランチ 荒尾ブランチ 荒尾ブランチ 御船ブランチ 御船ブランチ 水俣ブランチ

田島　千尋　宛 田島　千尋　宛 田島　千尋　宛 川上　愛子　宛 川上　愛子　宛 柿本　英行　宛

FAX  0968-63-0388 FAX  0968-63-0388 FAX  0968-63-0388 FAX 096-282-2654 FAX 096-282-2654 FAX 0966-63-6904

池邊　由美子 大野　佳奈美 松家　幸男 木戸内　富子 一圓　留美子 松本　麻紀子

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 プログラム初日
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〒864-0004

荒尾市宮内785

〒864-0004

荒尾市宮内785

チーフコーチ

荒尾市

陸上競技場
東大谷体育館

時　間

200円/1回

+会場負担金

200円/1回

+会場負担金

期　日

場　所
荒尾市

テニスコート

定　員

参加費
200円/1回

+会場負担金

申込締切

申込先 〒864-0004

荒尾市宮内785

マネージャー

コーチトレーニング

説明会

期　日
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スポーツプログラムのご案内 2021

吉松小学校

コーチトレーニング

マネージャー

〒860-0001

熊本市中央区千葉城町

5-50熊本メディアビル4階

場　所

参加費

時　間
定　員

チーフコーチ

説明会

申込先

申込締切

ナムコ南熊本 ファミリア浜線店 パークドーム周辺
下硯川サンバレー

ゴルフプラザ

9/17（金）19時～

ZOOMにて

〒861-0104

熊本市北区植木町今藤

294

〒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

+会場負担金

200円/1回

+会場負担金

200円/1回

+会場負担金
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

〒860-0001

熊本市中央区千葉城町

5-50熊本メディアビル4階

〒867-0011

水俣市陣内2-15-10

ゆとりーむ（変更

の可能性あり）

200円/1回

+会場負担金

〒865-0066

玉名市山田 367

水俣市総合体育館

温水プール

200円/1回

+会場負担金

白旗小学校

体育館

白旗小学校

体育館

200円/1回

+会場負担金

200円/1回

+会場負担金

〒861-3205

上益城郡御船町滝川

1860-3

〒861-3205

上益城郡御船町滝川

1860-4

〈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。

 



期間 時間

2/28～12/19 10：00～12：00

3/28～10/24 10：00～12：00

7/11～ 10：00～12：00

7/11～ 10：00～12：00

7/11～ 10：00～12：00

6/26～ 14：00～16：00

7/11～ 10：00～12：00

7/17～ 19：00～21：00

7/3～ 17：30～19：30

7/3～ 19：00～21：00

7/4～ 9：00～11：00

6/27～ 10：30～12：30

7/4～ 10：00～12：00

7/24～ 18：00～20：00

7/24～ 18：00～20：00

7/4～ 10：30～12：30

7/4～ 15：00～17：00

7/4～ 9：30～11：30

7/6～
（土）10：00～12：00

（火・金）19：00～20：30

7/4～ 10：00～12：00【人吉】競泳 あさぎり町B＆G海洋センタープール

ファミリアインドアテニススクールはません

【熊本】ボウリング

エコパーク水俣陸上競技場【水俣】陸上

小国支援学校体育館

【熊本】馬術（ブリティッシュ） 合志市ライディングパーク HAW

【熊本】自転車 熊本競輪場

【熊本】バドミントン 長嶺中学校

【熊本】テニス

【熊本】卓球 熊本県立体育館、熊本市立体育館

【熊本】ボッチャ 龍田の森体育館、熊本市中央公民館、他

【熊本】ユニファイドバスケットボール 熊本県身体障がい者福祉センター体育館

人吉市　馬場道場

【荒尾】フライングディスク 小岱作業所

【荒尾】テニス 荒尾市テニスコート

【御船】バレーボール 白旗小学校　体育館

【御船】フライングディスク 白旗小学校　体育館
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ナムコ南熊本

現

在

開

催

中

の

プ

ロ

グ

ラ

ム

【ブランチ】種目 会場

【水俣】バドミントン 深川体育館

【小国】ボッチャ 小国支援学校体育館

【小国】フロアホッケー

【水俣】競泳 水俣市総合体育館温水プール

【植木】ボッチャ 吉松小学校

【人吉】柔道
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記入日   年  月  日 

① 参  加  希  望 

競  技  名 
 

ふりがな  

男 ・ 女 
② アスリート氏名  

③ 生年月日（年齢）  年      月     日  （     歳） 

④ 住所 

〒 

 

⑤ 電話番号 

（携帯） 

（自宅） 

（FAX） 

（Email） 

⑥ メディカルチェック 提出済み    ・    未提出  

⑦ 保険加入 

※毎年 1回加入 
加入済み    ・    未加入 

⑧ 会員種別 

※本年度の会費入金済の方 
正会員     ・    賛助会員 

⑨ 申込プログラムの 

参加経験 
今回初めて    ・    参加経験あり 

⑩ 申込プログラム以外

で参加経験のあるプ

ログラム競技を記入 
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＊プログラム案内を確認して各申込先にＦＡＸして下さい＊ 

 

熊本（096）288-2782 

水俣（0966）63-6904 

八代（0965）37-8016 

荒尾（0968）63-0388 

小国（0967）46-3514 

人吉（0966）32-8687 

植木（096）272-4505 

玉名（0968）72-4844 

宇城（0964）33-6487 

御船（096）282-2654 
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託麻ワークセンター
この度は、スペシャルオリンピックス・熊本の物

販に参加させて頂きありがとうございました。

たくさんの方々に、私たちベーカリーさくらのクッ

キーセットが届き、ご賞味してもらえたことが何よ

り嬉しく心から感謝申し上げます。注文が入る度に

みんな張り切って作業に取り組みました。それぞれ

が自分のできることをがんばり、みんなで協力して

仕上げ、達成感をたくさん味わうことができました。

世の中がコロナ禍で大変な中互いに支え合う素晴ら

しさを実感しながら進められることは、幸せですね。

スペシャルオリンピックス・熊本の物品販売にご協力くださったみなさまへ

NPO法人KP5000・原田文子

この度は、スペシャルオリンピックス・熊本さんの物品販売にご協力いただき、誠にありがとう

ございました。多くの方々に素敵な商品をお届けすることができてとてもうれしかったです。

スペシャルオリンピックスさんの素敵な企画のおかげで、アスリートさんたちが働かれている障がい福祉サー

ビス事業所さんや企業さんからもたくさんの喜びの声をいただきました。

コロナ禍で仕事が減ってしまった福祉サービス事業所さんにとっては、みなさまからのたくさんのご注文が、

そこで働く障害のある方々の働く喜びになりました。本当にありがとうございました！

最後になりましたが、今回、スペシャルオリンピックスの・熊本の事務局の方々にお力添えいただき、この企

画が笑顔で終えることができましたことに心から感謝申し上げます。

これからも、障がいのある方々、ご家族、そしてサポーターのみなさんとともに、笑い合ってこの街で暮らし

ていくことができますよう、当法人としても応援させていただけると幸いです。

～ ２０２１年度 SON物品販売 福祉事業所とともに ～
ご協力ありがとうございました！

第4回物品販売会では、昨年度と同じくアスリートが在籍する福祉事業所様や企業様の商品を取り扱った
物品販売を実施しました。支援学校様や企業様、SON関係者をはじめ多くの皆様より、SON熊本及び福祉
事業所様への御賛同と御支援をいただきました。

私事ですが、取組みを通して息子の恩師との再会もあり、これまでのアスリートとしての活動や勤めてい

る作業所での近況など、懐かしく言葉を交わすことができました。御賛同いただいた皆様からは、コロナ禍

に打ち勝って今後、さらにSOプログラムの活動を通して充実した生活を送ってもらうようエールをいただ

きました。

皆様方から頂きました応援を糧に、これからもみんなと一緒に、楽しくプログラム

に取り組んでいきたいと思います。ありがとうございました。

※2021年度 物品販売：5月～6月10日

SON・熊本 物品販売実行委員会、ファミリー会（井芹 智子）

サンシャインワークス
この度はスペシャルオリンピックスの商品に当法人
のコーヒーを使っていただき、本当にありがとうござ
いました。159セットの販売結果となりました。
慣れた手つきでニコニコと作業に入る利用者さん、

責任をもってイキイキと検品をする利用者さんの姿に
私も嬉しくなりました。多くの皆様にコーヒーが渡り
深く感謝しております。当法人職員も注文したところ
丁寧なあいさつ文や領収書、しおりなどに職員一同感
動しておりました。
私たちも、丁寧な仕事を続けて
まいります。今後ともよろしく
お願いいたします。

コーヒー担当 中島美和さんと
井芹物品販売実行委員長

託麻ワークセンターの皆さん
と副実行委員長の森さん

三友堂
孫が参加しているのが御縁でSON・熊本の物販商品に当

店の新茶をお選びいただき誠にありがとうございました。
おかげ様で186個の受注を頂戴しました。
どなたに届いたか分かりませんが、３つだけ孫が袋詰め
したアタリを混ぜました（笑）。何よりこういうイベン
トでアスリートの方々が笑顔になれば嬉しい限りです。
貴重な経験をさせていただきました。今後ともよろしく

お願い致します。
三友堂茶舗代表 工藤 玄

サンキューセット

☆KP5000とは？
熊本県内の障がいのある方の働く

場や生活を支援なさってます。
昨年に引き続き物品販売のサポート
して頂きました。フットサルや野球
チームの支援も！

７

託麻ワークセンター施設長
門川 頼俊様
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7月 8月の行事予定

☆第2回理事会
☆スポーツプログラム委員会
☆合同会議

2021年度入会・会員継続ありがとうございます （2021年2/1～2/8・ 4/21～6/20受付分 敬称略 順不同）

【個人会員】松尾和子 一圓留美子 本田琢也 本田育子 赤星素美 朝倉順治 池邊由美子 林安基子 吉村美和子

森修子 伊豆英一 浜島慧 園田昌大 宮孝人 宮由紀 武内千鶴子 林眞理 山口恭廣 菅正康 中島良一 出田孝一

鳥崎一郎 光永育 木下顕 中村邦雄 成尾雅貴 竹内正二郎 松川津喜子

【個人賛助】三井邦子 松尾幸和 木原佑 喜多朋子 古江みさ子 野田桂加 筒井幸介 宮本加代子 安達眞三 堀田光子

一圓舞 河野紗奈 成田浩子 赤星和明 徳永竜一 冨永慎也 林郁子 吉村祐貴 今関フサヨ 緒方貴範 尾方史保

園田貴大 宮貴美代 武内亮 黒崎奈美 橋本薫 橋本広一 森真之介 橋本広一 入部祥子 馬場信貴 松川雅治 林純子

【団体会員】㈱大劇 熊本いいくに県民発電所㈱

【団体賛助】（資）中島石油 サポートセンター悠愛 特別養護老人ホーム白寿園 ㈱トライ

【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）

松尾和子 樽海マイア 宮貴美代 西村芳子 柳井理生 菅正康 垂見和子 林田素行 池田景子 熊本第一高等学校清香会

㈱ツカサ創研 医療法人社団藤浪会 カイセイコンサルタント㈱ 中村勝子 ㈱セルモ 備後由喜江

この春に募集した「SON・
B.LEAGUE モザイクアートを完
成させよう」に熊本ブランチの

杉本真一さん、吉田彩さん他の作品が採用
され、5月29日の「日本生命 B.LEAGUE FINALS 

2020-21」に完成したモザイクアートが披露

されました。

事務局夏季休暇 8/13（金）～ 8/15（日）

～2021年度SON物品販売、福祉事業所ともに～

ご協力総人数 556名（22団体514名 個人申し込み42名）

ご注文総数 870口（SON熊本寄付込み福祉事業所商品 558口 ご寄付312口）

【 物品購入及びご寄付等ありがとうございます（敬称略）】

熊本県立かもと稲田支援学校 熊本県立小国支援学校 熊本県立ひのくに高等支援学校 熊本県立荒尾支援学校 熊本県立盲

学校 熊本県立聾学校 熊本県立はばたき高等支援学校 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PTA 熊本県立菊池支援学校 熊本県立熊本支援学校 熊本県立大津支援学校 熊本県立松橋西支援学校 くまもと障

がい者ワーク・ライフ・サポートセンター「縁」 サンシャインワークス （株）レイメイ藤井 自閉スペクトラム症協会お

やじの会 肥後古流茶道的々社 見性寺 三友堂茶舗 碩台校区奉賛会鳥居基 九州電力（株）熊本支社企画総務部総務グ

ループ 国際ソロプチミスト熊本さくら 坂本恵美子 筌場よしえ 国際ソロプチミスト熊本すみれ 古崎清子 永島静子

森本叙子 福味リキ子 杉光啓子 土井静代 前田智子 三気の家 三気の家ひかりの会 YOKA-FC 堀内忍 柳下まゆみ

保田清美 竹屋純子 池上智美 工藤利博 原幸代子 森千代子 白瀬貴美子 坂本公 村上直子 前田阿由美 高永寿子

中道通子 緒方智幸 山口暁子 西郡たつ子 村上和代 中島和子 添島玲奈 井芹護利 岡部勇樹 山下律子 山下祐子

KP5000 片山あおい 盛光隆 吉田圭助 平山晴美 大宅杏佳 備後由喜江 濱本和貞 真和高校 野口怜雅 西村眞七美

田中基幹 浦上勝典 平川貞俊 江口次朗 黒田雄一郎 淵上廣子 栗秋範子 宮嶋聖也 吉尾覚史 福田央人

<吉田彩さん><杉本真一さん>

【第2回理事会】
8月8日（日）

14：00～
社会福祉法人
慈愛園にて

ライオンズクラブ国際協会337-E地区
御船ライオンズクラブ結成50周年記
念のポロシャツを御船ブランチに頂
きました。

mailto:kumamoto@son.or.jp

