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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

2022年
1月・2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
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題字：田畑周平さん

カッチン 中村 勝子さんを

厚生労働大臣表彰❕

皆さんと一緒に受賞して・・ 中村 勝子

コロナ禍の中でアスリートやコーチ、ファミリーの皆さんとなかなかお会いできなく

てとても寂しいです。

さてこの度、思いもかけない賞を頂きました。でもこの賞は、皆さんと一緒に受賞し

たと思っています。30年前に一人のアスリートとの出会いから始めたこの活動も、今で

は日本だけで1万人ちかくの仲間ができました。競技をするだけでなく、多くのことに

挑戦しているアスリートもいます。また、地域の皆さんと一緒に楽しく活動しているア

スリートもいると聞いています。コーチの皆さんの心温かいサポートを頂きながらプロ

グラムを頑張ってるアスリートは、本当に幸せだと思います。

どうぞこれからもコーチと一緒に、大好きなスポーツを続けて下さい。私も、応援し

ています！ずっとスペシャルオリンピックスが続いていくことを願っています。（談）

～令和3年度 社会福祉功労者表彰受賞式を記念して～
去る1月11日、社会福祉事業に長年従事し、その功績が特に顕著であ

る方に贈られる「社会福祉功労者厚生労働大臣表彰」の伝達式が県庁

で開催されました。SON・熊本の中村勝子副理事長を含む13名・3団体

へ県健康福祉部の早田章子部長から後藤茂之大臣名の表彰状が渡され

ました。

中村勝子さんは、スペシャルオリンピックス日本の生みの親とも言え

る方であり、30年以上の長きにわたる活動を通じて、アスリートの社

会参加やファミリーへの支援に尽力されてこられました。その功績が、

今回の受賞につながったものですが、伝達式を終えて「これは、みん

なでもらった賞です」とおっしゃる姿がとても印象的でした。

SON・熊本事務長 末廣正男

＜中村勝子さん プロフィール＞

愛称「カッチン」。熊本市のフラワーデザイン教師。性格は、
あわてんぼうで泣き虫で、おせっかい。しゃべりだしたら止ま
らない。「あなたの精いっぱいの努力がすばらしい」「アス
リートの笑顔がコーチの報酬」というＳО精神に感激。

世良喜久子、中島和子さんたちと「これはおばさんの運動」と
立ち上がり、1993（平成5）年3月の「ＳО熊本」、翌年11月の
「ＳО日本」（本部・熊本）設立にこぎつける。

（文責・平野有益）

冬季世界大会長野でＳО創設者のユニ

ス・ケネディ・シュライバーさん（ケネ
ディ元米大統領の妹。８０歳）と
感激の対面＝２００５年３月３日夜、
武田文男・熊日カメラマン（当時）撮影
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森真之介さん
熊本ブランチ：ボウリング

「仕事を頑張って、いっぱい遊びた
いです。」

ハタチおめでとう！体に気をつけて
頑張ってね。 （母）

＜毛利コーチより＞
素直で、明るい性格で特に笑顔が
いいです！周りのアスリートやコー
チを和ませてくれる、森君です。

眞鍋 光さん 熊本ブランチ：体操、サッカー

「もっと仕事を頑張って、両親を旅行に連れて行きたいです。」

光くん、成人おめでとう。笑顔と感謝の気持ちを忘れず、健康に過ごして下さい。
たくさんの幸せが訪れますように（母）
<小﨑コーチより＞
お祭りが大好きで、いつも笑顔の眞鍋君。希望に向かって、夢を叶えて！

清水香凜さん
SOでのインターンシッ

プは昨年の最も思い出に
残っているできごとで、
二十歳という節目の年に
SOと出会えたこと、関わ
らせて頂いたことを大変
嬉しく思います。今後も
SOでの活動を楽しみにし
ています！

【SOの仲間となった、インターンシップの皆さん】

＜ 2022/1/9 SON・熊本 オンライン新年会＞

今年の目標の中に、広島で開催されるナショナルゲームに行きたい！
というアスリートが何人かいました。また、仕事を頑張りたい！とも。
みんなで、チアダンスを踊ったり、SOクイズを楽しみました。

「新春SOクイズ王決定戦！」
・次の冬の世界大会は、2023年カザンで開催されます。
カザンは、どこの国にある都市でしょうか？（A:ロシア）
・NG（全国大会）in 広島のロゴは？
・SON・熊本は、2023年で設立何年？（A：30年）

★他にも、まだ成人のお知らせを頂いてない方は、事務局までご連絡下さい。3月・4月号でご紹介します。★

成人をむかえられたSON・熊本のアスリートの皆さんへ 潮谷理事長からのメッセージです。

SON・熊本が設立された10年後に産声をあげた無辜（ムコ）の子は、今年成人になりました。

アスリートの皆さん、おめでとう、おめでとう。

ファミリーの皆さん、愛し子の成長には、ハラハラ、ドキドキの日々だったでしょう。しかし眼前の我が子は、親を気遣い、

他の人を省み「私は何ができるだろう？」と問うことができ、心優しい“大人“に成長しました。

コーチ、ボランティアの皆さんのお支えのなかで、多くのアスリートは今日の日を迎えることができました。

今年も『アスリートを主座』に、SON・熊本の活動を地域に根づかせつつ活動してまいりましょう！
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清田嘉子さん

素敵な大人に
近づけるよう
に頑張りま
す！

星乃 桜紅さん

無事に成人式を

迎えることが出
来ました。
今まで関わって
くれた全ての方
に感謝します。

黒田ひかりさん
「仕事でも、SOでもたくさん友
達を増やしたいです。」

元気に20歳を迎えて、嬉しいです。
これからも、たくさんの人と関わ
りながら自分らしく過ごして下さ
い。 （父）

＜コーチたちより＞
これからも、ボウリングを楽しみ
ましょう！

成人 おめでとう！
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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

☆スポーツプログラムご案内2022年　2月・3月☆

【ブランチ】

競技

期間

曜日

回数　

場所

時間

定員

参加費

会場費

説明会

申込締切

チーフコーチ

コーチトレーニング

【ブランチ】

競技

期間

曜日

回数　

場所

時間

定員
参加費

会場費

説明会

申込締切

チーフコーチ

コーチトレーニング

【卓球】 現在日時等調整中です。 決まり次第ご連絡いたしますのでお申込みください。

3

プログラム初日10：30～ プログラム初日8：30～ 3/6(日） 3/6(日） 4/16(土）

4/1（金） 4/１（金） 3/5(土） 3/5(土） 4/9(土）

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

上益城郡御船町滝川1860-4

FAX（096）-288-2782 FAX（096）-288-2782 FAX（0968）-63-0388 FAX（0968）-63-0388 FAX（096）-282-2654

永井　崇雄 永井　崇雄 池邊　由美子 田島　光枝 江口　次朗

申込先

熊本事務局宛 熊本事務局宛 荒尾ブランチ　田島千尋宛 荒尾ブランチ　田島千尋宛 御船ブランチ　川上　愛子宛

熊本市中央区千葉城町5-50

熊本メディアビル4階

熊本市中央区千葉城町5-50

熊本メディアビル4階
荒尾市宮内785 荒尾市宮内785

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 200円/1回+　会場負担金

調整中 調整中 荒尾市テニスコート 小岱作業所 御船ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

10：30～12：30 8：30～10：30 14：00～16：00 10：00～12：00 18：00～20：00

なし なし なし なし 20名

土曜日 土曜日 日曜日 日曜日 土曜日

全10回 全10回 全9回 全8回 全8回

【熊本】サッカー
【熊本】ユニファイド

サッカー
【荒尾】テニス

【荒尾】

フライングディスク
【御船】競泳

4/9～7/2 4/9～7/2 3/6～5/8 4/3～5/29 4/16～6/4

黒田　雄一郎 黒田　雄一郎 内藤　邦子 吉田　祐一 山中　英稔

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

熊本市中央区千葉城町5-50

熊本メディアビル4階

FAX（096）-288-2782 FAX（096）-288-2782 FAX（096）-288-2782 FAX（096）-288-2782 FAX（096）-288-2782

申込先

熊本事務局宛 熊本事務局宛 熊本事務局宛 熊本事務局宛 熊本事務局宛

熊本市中央区千葉城町5-50

熊本メディアビル4階

熊本市中央区千葉城町5-50

熊本メディアビル4階

熊本市中央区千葉城町5-50

熊本メディアビル4階

熊本市中央区千葉城町5-50

熊本メディアビル4階

プログラム初日17：00～ プログラム初日9：00～ 調整中
2/24(木）19：00～

オンライン
プログラム初日

3/30（水） 3/23(水） 調整中 2/21(月） 2/28(月）

20名 20名 20名 なし ５名

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+　体育館使用料 200円/1回+　会場負担金

YMCA長嶺 調整中 調整中 龍田の森体育館 下硯川サンバレー ゴルフプラザ

17：00～19：00 9：00～11：00 9：00～11：00 10：30～12：30 8：30～9：30

土曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日

全10回 全10回 全16回 全8回 全8回

【熊本】　競泳 【熊本】　競泳 【熊本】　卓球 【熊本】　ボッチャ 【熊本】ゴルフ

4/9~8/20 4/3～8/14 3月～10月 2/27~4/24 3月6日～4月24日

〈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

〈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



☆スポーツプログラムご案内2022年　2月・3月☆
【ブランチ】

競技

期間

曜日

回数　

場所

時間

定員
参加費

会場費

説明会

申込締切

チーフコーチ

コーチトレーニング

【ブランチ】

競技

期間

曜日

回数　

場所

時間

定員
参加費

会場費

説明会

申込締切

チーフコーチ

コーチトレーニング

【ブランチ】　種目 期間 時間

12/11～ 14：00～15：30

12/5～2/20 9：30～11：30

10/15～
（火・金）19：

00～20：30

2/6～3/27 10：00～12：00

1/30～7/3 10：00～12：00

1/9～12/11 10：00～12：00

1/9～12/12 10：00～12：00

1/15～3/19 17：30～19：00

1/16～3/20 8：30～10：00

1/8～
10：00～　19：

00～
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障がい者福祉センター【熊本】ユニファイドバスケットボール

3/25（金）

水俣ブランチ　柿本　英行　宛

水俣市陣内2-15-10

FAX（0966）-63-6904

松本　麻紀子

プログラム初日プログラム初日

小国支援学校体育館

深川体育館

太田郷コミュニティセンター

人吉市　馬場道場

芝生広場

乗馬クラブホーススライダー

【植木】スノーシューイング

【人吉】柔道

【八代】フロアホッケー

【水俣】ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

【小国】フロアホッケー

会場

小国支援学校体育館

YMCA長嶺

アクアドーム熊本

【水俣】　競泳

3/27～10/23

日曜日

全8回

水俣市総合体育館

温水プール

10：00～12：00

10名

200円/1回+　会場負担金

3/27(日）9：00～

申込先

申込先

【八代】　陸上 【玉名】　卓球
【玉名】

フロアホッケー
【玉名】　競泳

4/3～6/12 4/2～5/28 3/4～5/13 3/13～5/22

県営八代運動公園

陸上競技場
岱明B＆G海洋センター 緑ヶ丘小学校

　長洲町総合

スポーツセンタープール

10：00～12：00 10：00～12：00 18：00～20：00 13：30～15：00

日曜日 土曜日 金曜日 日曜日

全8回 全8回 全8回

3/31(木) 3/2(水） 3/12(土）

なし なし なし なし

200円/1回+　会場負担金 200円/1回 200円/1回+　会場負担金

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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FAX（0965）-37-8016 FAX（0968）-78-4844 FAX（0968）-78-4844 FAX（0968）-78-4844

松本　朗　マネージャー糸山幸子 岩下　勝巳 宮　孝人 藤本　吉子

八代ブランチ　糸山幸子　宛 玉名ブランチ　宮　喜美代　宛 玉名ブランチ　宮　喜美代　宛 玉名ブランチ　宮　喜美代　宛

八代市井上町159-1 玉名市山田367 玉名市山田367 玉名市山田367

調整中 調整中 調整中

全8回

調整中

全8回 全10回

吉松小学校
あさぎり町熊本

クラウンゴルフクラブ

9：30～11：30 10：00～12：00

【植木】　サッカー 【人吉】　ゴルフ

3/6～4/24 4/2～9/17

日曜日 土曜日

【熊本】競泳

200円/1回  原則会場費なし

4/3　9：30～同会場にて

3/26(土）

FAX（096）-272-4505 > so.hitokuma@gmail.com

梅田　秀一 中神　宏

プログラム初日 プログラム初日

【熊本】馬術　ブリティッシュ

【小国】ボッチャ

【熊本】競泳

2/17（木） 調整中

植木ブランチ　緒方初美 人吉ブランチ　ストレングス内

熊本市北区植木町今藤293
球磨郡相良村柳瀬2319>

TEL0966-32-8686

15名 調整中

200円/1回 調整中

2/20（日）

※ご確認のうえ期日に遅れないようお申込

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・パートナーの方は必ず保険の

加入をお願いします。

※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。

【お知らせ】

新型コロナ感染防止でスポーツプログラム

の予定変更・中止になる場合があります。

詳細はホームページ、一斉メール各競技プ

ログラム内でお知らせします。

ご確認ください。

♪ 現在開催中のプログラム ♪

1/21～2/13 まん延防止等重点措置の

為休止中 (再開は未定です。開催につ

きましては後日ご連絡いたします。）
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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 

 
 

     ２０２２年度・新規会員の募集 

        及び継続加入のお願い 
         

平素よりスペシャルオリンピックス（ＳＯ）の活動に格別のご支援ご協力を頂き、心よりお礼を申し上

げます。 

さて、SON・熊本の活動資金は、会員の皆様からの会費やチャリティー事業の収益、企業や一般の

方からのご寄付によって賄われています。中でも、会費は全体の１/３を占める貴重な財源となっており、

団体としての基本的な収入です。 

   ＳＯでは、アスリート登録またはボランティア登録をすれば活動には参加いただけますが、その活動

を支える事務局の機能を維持し団体としての活動を継続させる為には、現在の会員数を維

持するだけでなく、新たな会員を獲得する事が必要です。 

   特に、来年２０２３年３月は SON・熊本設立３０周年という節目の年を迎えます。そのため、記

念事業を計画し実行する為の新たな財源が必要な事から、会員お一人おひとりが新たな会員又

は賛助会員を勧誘いただく「プラスワン会員 Get運動」を展開することと致しました。 

勝手ながら、団体リーフレットと振込用紙を同封させていただきましたので、継続加入の方は 2月

末までに会費をお振込みいただくとともに、新規の会員又は賛助会員を 3月末までに一口

以上ご勧誘いただきますよう、お願いいたします。 

 

 

【会   員】 個人 年会費 1口 5,000円、団体 年会費 1口 5,000円 

【賛助会費】 個人 年会費 1口 3,000円、団体 年会費 1口 10,000円  
   ※会計年度： 1月～12月 

 
◆会員とは…NPO法上の｢社員｣です。会員総会に出席し、年間の活動計画や 

予算などに意見を表明、議決に参加する権利があります。 

 

◆賛助会員とは…会員総会での発言権や議決権はありませんが、会の趣旨に賛

同し、活動を支える会費を負担していただく会員です。 
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●テクノミックス(http://www.tmix.co.jp/)●

ドメイン指定受信設定の

方法はこちら→→→

※返信がない場合は携帯の指定受信設定を

お願いします。 下記 を参照お願いします。
※ＵＲＬ付メールを拒否していると返信が来ない場合があり
ます。詳しくは携帯電話ショップにてお問合せください。

ｓｏｎ-ｋｕｍａメール
登録のしかた

登録フォームが返信されます
ここ(URL)をクリックして
ください

１

２

ケータイ・パソコンから、

son@gw.ansin-anzen.jp
に空メールを送信します。
※空メールとは・・・

件名、本文を入れずに送信するメールのことです。
※スマートフォンでの空ﾒｰﾙ送信は本文に任意の
１文字（「あ」等）を入力してください。

「本登録画面へ」ボタンをクリックし、出てきた画面
（左図参照）の登録項目を入力し最後に「登録」
ボタンを押して下さい。

≪登録画面表示 サンプル≫

空メールを送っても返信が届かない方へ！

※上記設定方法がお分かりにならない場合は、この用紙をお持ちになり携帯電話各ショップに、設定をお願いしてください。

上記以外でのお問い合わせは、メールで（qa@tmix.co.jp）へ、

tmix.co.jp のドメインからメールを受信できるよう設定し、
①スペシャルオリンピックス日本・熊本 ②お名前③電話番号 ④お問い合わせ内容を記入の上、（株）テクノミックスまでお問い合わせ下さい。

※登録状況が把握できるよう、実名での登録をお願します。
※お名前等の本登録がない場合はメールが配信されませんので、
必ずお名前等の入力をお願いします。

*は必須項目です

ご登録メールアドレス

xxxxxxx@docomo.ne.jp

■登録者名※必須 *

■登録者区分 *

○アスリート
○ファミリー
〇SO認定コーチ
〇ボランティア

■携帯電話番号

：

□バスケットボール

□バレーボール

□ゴルフ

入力内容確認 キャンセル

【 お客様サポート電話番号(フリー) 】

◆ docomo（0120-800-000）
◆ au（0077-7-111）
◆ SoftBank（0800-919-0157）

http://gw.ansin-

anzen・・・・

≪登録フォーム表示 サンプル≫

「son-kumaメールご登録」

本メールスペシャルオリン

ピックス日本・熊本からの

お知らせ事項などを配信い

たします。・・・

このボタンを押し、内容を確認後、再度登録ボタンを押してください。

① ドメイン（anzen.jp）指定受信の設定をお願いします。 （メールアドレス指定ではありません。）

② ＵＲＬ付メール受信許可の設定をお願いします。

③ auの場合「なりすまし規制」を「中」以下に設定して下さい。

④「空メール送信」 → 自動返信メールからweb接続 → 「会員登録ページ」の表示と会員登録 までの

確認をお願いします。

≪空メール送信後、返信メールが届かない場合は、下記の設定をお願いします。≫



有 無
A1 A2
B1 B2
１級 ２級

３級

7

有 無
A1 A2
B1 B2
１級 ２級

３級

有 無
A1 A2
B1 B2
１級 ２級

３級

有 無
A1 A2
B1 B2
１級 ２級

３級

※  保険に加入されない方はスポーツプログラムの参加・大会や競技会への出場が出来ません。
※  パートナーは事前にパートナー登録が必要です。またアスリートと同額の参加費および同じ回数の出席が必要です。
（ パートナーとはユニファイドプログラム（競技）でアスリートと組んで活動する方をいい、年齢やレベルに制限があります。）
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合計金額 円

経理 登録

　　　　　　　裏面の参加同意書の事項に　　　同意します　・　同意しません　　　　　　　　　署名（代表者）　　　      　　　　㊞

（ふりがな）
氏　　　　　名

生年月日 年齢 性別に○

月　　日

男・女

手帳の有無

（８００円）
療育手帳

月　　日
サポーター保険

障害者手帳
（３００円）

　
年

　
年

歳 男・女
アスリート・ファミリー
ボランティア・コーチ

パートナー

障害者手帳

　FAX：（　　　　　）　　　－

どちら
かに○

・障害者手帳の有無に○（必須）
・有る人のみ等級を○囲み（任意）

区分を○で囲む
保険料の種類

（年間保険金額）

自宅電話番号
FAX番号

アスリート・ファミリー
ボランティア・コーチ

パートナー

アスリート保険

年度　SON・熊本　活動登録申込書　（新規・継続）

パソコンメー
ルアドレス

携帯メール
アドレス

　TEL：（　　　　　）　　　－

療育手帳

サポーター保険
障害者手帳

（３００円）

アスリート保険

手帳の有無

歳 男・女
アスリート・ファミリー
ボランティア・コーチ

パートナー

アスリート保険
手帳の有無

（ふりがな）　　　　　　　　　　　　　

　　スペシャルオリンピックス日本・熊本の活動に参加しますので活動登録します。　　　　　　　記入日20　　年　　月　　日

〒
住　　所

月　　日

携帯電話番号

療育手帳
（８００円）

（ふりがな）　　　　　　　　　　　　　

（ふりがな）　　　　　　　　　　　　　

　
年

歳

ブランチ　　

（８００円）

サポーター保険

（３００円）

療育手帳

アスリート保険
手帳の有無（ふりがな）　　　　　　　　　　　　　

　
年

歳 男・女
アスリート・ファミリー
ボランティア・コーチ

パートナー
月　　日

サポーター保険
障害者手帳

（３００円）

（８００円）
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スペシャルオリンピックス日本・熊本 

参 加 同 意 書 
私は、貴会または貴会参加のスペシャルオリンピックスが主催するスポーツプログラム、

記録会及び大会･行事等に参加するにあたり、下記事項に同意いたします。 

 

記 

1. 医療対応 

活動参加中、病気や怪我で緊急に治療が必要となり、私または保護者が治療に対して速

やかに同意や対応ができない場合は、医療機関の選択、治療等を含めて必要な措置をと

ることを、プログラムチーフコーチ等現場責任者や主催者に一任します。 

 

2. 賠償責任 

活動中に生じた病気や怪我、損害賠償については、私が保有する健康保険、その他の保

険、及びスペシャルオリンピックス日本・熊本（以下、SON・熊本）で加入するスポー

ツ安全保険を利用します。また、これら保険の範囲を超えて、SON・熊本ならびにボラ

ンティア等関係者に対し賠償を求めることはありません。 

 

3. 肖像等使用 

以下において、私の名前・肖像及びコメントが無償で使用されることに異議を申し立て

ません。 

① SON・熊本が作成・管理する広報誌「らぽーる」やホームぺージ、Facebook ページ

等広報媒体への掲載 

② SON・熊本が承諾する報道機関によるテレビ、ラジオ、新聞、雑誌等への掲載 

③  他のスペシャルオリンピックスを含め活動の啓発・普及のために掲載するもの 

 

４．個人情報の取り扱い 

活動登録申込書、メディカルチェックフォーム等各書類や活動中に提供した私の個人情

報を、以下において使用することに同意します。 

また、SON・熊本に関する活動で知り得た個人情報は、退会後も含め第三者へ漏らすこ

とはいたしません。 

① 各プログラムチーフコーチや行事責任者に対する（緊急）連絡先情報の提供 

② 各プログラムチーフコーチや大会引率コーチ等に対するメディカル情報の提供 

③  ほか必要に応じた連絡網の配布やメーリングリストの登録 

以上 



９
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スペシャルオリンピックスだけでなく
いろんなところで活躍しているアスリート

うみう

北島宣夫さん
（宇城ブランチ）恐竜 山本規仁さん

（熊本ブランチ）

無題藤岡祐機さん
（熊本ブランチ）

無題 駒田幸之介さん
（熊本ブランチ）

きょうりゅう
緒方愛さん

（植木ブランチ）

～ブランチからの活動報告～
ブランチ会（12/12)より 内藤邦子熊本ブランチ長

＜参加者＞ブランチ長：萩嶺（理事）副ブランチ長：田島（荒尾）柿本（水俣Web）松本（八代Web）
宮（玉名Web）原部（小国Web）山下（御船）内藤(熊本）潮谷理事長 黒田（スポーツ）竹屋

【議 題】2021年度の状況報告並びに2022年度計画について
荒尾 コロナの状況で中断しながらも、テニス・ボウリング・陸上・ボッチャ・フライングディスクの

プログラムを再開でき、ボッチャ、ボウリング、テニスは秋の競技会開催

水俣 バトミントン・競泳・陸上プログラムを開催 バトミントンは熊本ブランチと競技会ができた。
中断しながらのプログラムでスキルアップにはならなかった。

※ 県内の特別支援学校の先生を対象とした研修会を開催希望
植木 サッカー・ボッチャ・スノーシュー・陸上プログラムを開催

校舎改築のため別会場となったが、競技会や九州ブロック大会にも参加でき地域交流もできた。
県全体の行事は遠距離地区の参加を検討してして欲しい。

八代 会場使用不可が多い中、陸上・ボッチャを開催。
安全面に注意しながら無理なく続けたい。

玉名 フロアーホッケーと卓球を開催

※リモートでのコーチクリニックは無理では関わる人の状況変化が心配
御船 バレーボールとフライングディスクを開始予定。SON・熊本主催でない体験会やイベントは、ブ

ランチ事務局を通して案内してほしい。フライングディスクは、秋の競技会開催。
宇城 今年もプログラムはできなかった。休止状態なのでファミリーと話し合いを持ちたい。

春にボウリングと夏に競泳を始められたらと考えている。
小国 小国ブランチの存在が知られていない。広報足りなかった。来年陸上等でプログラムを広げたい。

県全体でのフロアーホッケー大会を開催希望。
熊本 ボッチャ・陸上・競泳・ゴルフ・テニス・ユニバスケット・ボウリング・バトミントン

・自転車予定半分・ブリティッシュ馬術予定半分・卓球
ボウリング・テニス・バトミントン・ボッチャは秋の競技会有り、卓球はチーム戦で発表会。

※予定の半数を開催できた自転車は競輪場の都合で来年使用不可。

☆体操・夢大地馬術は開催なし。
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2月の行事予定

（オンライン）
※2月6日 ボランティア委員会

各委員長会議
※2月20日 第一回理事会

※定例：合同会議 SP委員会
アスリート会

2021年度入会・会員継続ありがとうございます （2021年12/1～12/31 受付分 敬称略 順不同）

【個人会員】

【個人賛助】西本勝則

【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）

山下律子 一般社団法人シアーズSC 一般財団法人化学及血清療法研究所

【ワンコイン募金ご寄付】ありがとうございます（敬称略）

九州電力株式会社 添島峯子 株式会社石井盛和堂 植木ﾌﾞﾗﾝﾁ（吉松小・豊田郵便局・松本同級生）

国際ロータリー第2720地区 熊本南ロータリークラブ 社会医療法人寿量会熊本機能病院 重光産業株式会社

中島昌道 社会福祉法人慈愛園 御船ブランチ有志一同 清香会熊本県立第一高等学校同窓会 山下民翁

ひかり幼児園 あらおウォーターサービス株式会社 社会福祉法人杏風会介護老人福祉施設白寿園

株式会社イズミ車体製作所 牧野智子 保田周一 ユニセフ熊本運営委員有志一同 ソニー生命保険株式会社熊

本支社

SON・熊本会員の皆さまへ 緊 急 連 絡 ！！

新型コロナウイルス感染の再拡大に伴い、熊本県全域に「まん延防止等重点措置」が適用されました。

それで今年の総会は昨年に続き開催せず、書面での表決を取らせて頂きます。理事会での審議終了後、
皆さまに資料をお送りしますので評決のほどお願い致します。
ご理解、ご協力のほど重ねてお願い申し上げます。 SON・熊本理事長 潮谷義子

～事務局だより～
【一斉メール登録の方法とお願い】

現在、SON・熊本では多くの急ぎの連絡

を『一斉メール』でおこなっています。

まだ登録してない方は、同封している

チラシを見ながら登録をおねがいします。

もしチラシの方法でやりにくい方は、

事務局にご自分のパソコンか携帯のメール

アドレスをお知らせ下さい。

事務局で登録いたします。

グッドニュース速報！
SON・熊本のアスリートが中村勝子さんに競技会の様子などを自

分たちで撮ってみたいと相談したところ、次の日にはビデオカメ

ラを用意して下さいました。そして、「思いっきり自分たちの目

線で仲間を撮ってみたら？」との嬉しい後押しでスタートした、

日本で初めてのアスリートによる「ビデオクラブ」があります。

今回、この活動が認められてアスリートが撮影した映像を

“NPOくまもと未来”さんと一緒に編集・制作したプロジェクト

ページで紹介、WEBページでも発信できることになりました。

SON・熊本の活動やアスリートの活躍、想いなどを映像で紹介し

ます。アスリート会と一緒に活動しますので、ぜひ皆さんもご参

加下さい。

mailto:kumamoto@son.or.jp

