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題字：浦中 賢さん

１年を振り返って

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

SON・熊本 副理事長 菅 正康

本年度はほとんどの時期が、コロナ感染拡大の危機により、満足なプログラムの実施ができません

でした。しかし幸にも日本ではワクチン接種をはじめとして様々な感染予防策のおかげで、今流行が
抑えられています。このままゆけば来春から、今まで通り各地で、待ちに待ったいつもの楽しいス
ポーツプログラムが一斉に開始できそうです。そのためには、組織全体の運営をもう一度しっかり見
直して来年に備えなければなりませんが、アスリートのみなさんもその日に向けて準備を怠りなく、
どうかこの冬を元気でお過ごしください。

2021年

EKSデー
11月14日アクアドーム多目的広場にて開催

ユニス・ケネディ・シュライバー・デー（EKS Day）とはスペシャルオリンピックス(SO)創設者ユニス・
ケネディ・シュライバーの功績を記念して、定めたものです。

① SONオンラインマラソン(ジョギングコース)
陸上競技(50M)
② SOボッチャコーナー
③ フライングディスクコーナー
④ 競技チア
⑤ SOウルトラ〇✕クイズ

熊本市南区校区社協のみなさんが
ボランティアで協力して下さいました。
１

インターンシップの清田
さん、清水さん、星野さん
が参加して
くれました。

＊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
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11月に行われた競技会紹介

個人競技は熊本会場と荒尾会場と小
国会場をオンラインで繋いで実施す
る初の試みでしたが、予想以上にス
ムーズに進行し、３４人のアスリー
トが競い合いました。
団体戦は熊本会場に集った４チーム
で行いました。
最後には大江小学校の子どもたち
チームとSO優勝チームでエキシビ
ションマッチ。大接戦で引き分けに
終わりました。大江校区の皆さんが
たくさんボランティアしていただき、
みんなで大いに盛り上がった競技会
となりました。

11/14

ステージに大スクリーンを置いて
オンラインでの表彰

大江小学校の生徒さんと校区のボランティアの皆さんが
ご協力して下さいました。

フライングディスク競技会
メダルが取れて
良かったです。
楽しかったです。
（山長 誠)

アクアドーム多目的広場

選手宣誓をしました。
競技会は楽しかったです。
（菊池 健吾）

飽田東校区の皆様が
ご協力されました。

11月28日（日）旧水俣第三中学校体育館で水俣と
熊本ブランチのアスリートによる競技会が開催され
ました。
シングルスでは白熱した戦いが行われました! ま
た、個人競技も日頃の練習の成果が発揮できたと思
います。アスリートはメダルを胸にし、会場には喜
びいっぱいの笑顔があふれていました。
２
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Aリーグ
Dリーグ
優勝:益田 尚輝
優勝:藤原 由里香
準優勝:益田 大輝 Eリーグ
Bリーグ
優勝:竹本 楓雅
優勝:益田 亘輝

11月23日に丸山ハイランドで
里芋掘りが開催されました。
当日は快晴で里芋が採れた時の
嬉しそうな声や笑顔があふれる中、
皆一生懸命に作業を行いました。
また、お昼には豚汁など里芋を使った
料理だけではなく、椎茸とブルーベ
リー等のピザ、ぜんざい、大福などの
美味しい料理も頂きました。

帰りには、沢山の掘り立ての
里芋をお土産にいただき、
楽しい一日でした！
また、機会があれば行きたい
と思います。
井野常雄（井野陽介の父）

12月5日(日) 御船恐竜公園で御船
ブランチ会を行いました。
午前中は アスリートとファミ
リー、コーチが 二人1組になっ
てフライングディスクのアキ
ュラシーで競い合いました。
アスリートの方が上手なのでペア
のファミリーやコーチは
足を引っ張らないよう本気で投げ
ました。優勝は山長誠君と
高木大樹君ママのペアでした。お
昼は皆お弁当を食べながら、
一年の感想と来年の抱負を全員に
発表してもらいました。

皆で仲良くお昼ご飯🍙

待望の競泳プログラムが再開しました！！

長嶺YMCAプール

写真

12月11日（土）から競泳プログラムが始
まりました！競泳のアスリートにとっては、
久しぶりのプールで最初は少し緊張した
様子でしたが、泳ぎだすといつものよう
に楽しそうでした。
ファミリーもガラス窓越しに応援中。

とてもやりがいを感じてます！と
アスリートコーチの桑畑さん

９
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2021年度入会・会員継続ありがとうございます （2021年10/16～11/30 受付分 敬称略 順不同）
【個人会員】森下直衛 角田輝美 石井美代子 中川浩昭 永井カオル
【個人賛助】皆月由美子 角田美和 與縄恭子 中川竜也
【コカコーラボトラーズジャパン㈱自動販売機設置売上寄付】鶴屋百貨店 公立大学法人熊本県立大学 桜の馬
場城彩苑 熊本保健科学大学 社会医療法人社団高野会 大腸肛門病センター高野病院
有限会社清和自動車

【ご寄付】ありがとうございます（敬称略）
㈱石井盛和堂 九州電力株式会社 添島峯子 熊本市立吉松小学校 植木ブランチ 豊田郵便局 松本富子同級
生 熊本南ロータリークラブ 手風琴笑ごまの会 肥後銀行 熊本銀行 熊本第一信用金庫 熊本機能病院

ファミリー役員会
くまもと障がい者芸術展
令和3年度 ハートウィーク賞 文芸部門 書道の部
【心に残った作品】として多くの支持をうけたということ
で、熊本ブランチの吉田 彩さんが受賞されました。

みんなに私が書いた「凛」
という字を見てもらって
うれしかったです。
これからも色々と挑戦して
いきたいです。

12月4日（土）希望荘にて開催され、来
年の役割分担について話し合いをするとと
もに意見交換を行いました。
「正直、役員は・・」との本音も聞かれつ
つ、アスリートが大好きなSON存続のため
協力して
いこうと気持ちを
一つにすることが
できました。

～ｱｽﾘｰﾄ会 開催のお知らせ～
熊本市スポーツ推進委員会
SONトレーナーの山本英史さんに
よるスペシャルオリンピックスの理
念や現状、これからの活動について
講話が行われました。
また、植木ブランチの緒方初美
コーチがアスリートと地域との関わ
りの重要性について話してもらいま
した。
そのあと実際にボッチャ競技
の体験会がありました。

日時：12月26日（日）10時半～12時
場所：SON・熊本 事務局
内容：2022年度の活動について
新規役員決め
みんなで、楽しいアスリート会になるように
しましょう！

編 集 後 記

今回『らぽーる』を作成す
る中で、文章や写真の構成を
自分たちで考えることがとて
も大変でしたが、最後まで一
生懸命取り組むことが出来ま
した。
（熊本市立総合ビジネス専門
学校：宮本彩果、宮本真鈴）

１2月・1月の行事予定
★事務局年末年始
12月28日から1月4日お休み
※合同委員会、SP委員会
☆オンライン新年会
1月9日（日）19時半～

「らぽーる」をWEBでご覧いただけます。
検索
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