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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
8月・9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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アスリート ストーリー発表会 2022
2022/7/3 SON・熊本事務局

今年は4人のアスリートが緊張しながらも、それぞれ
のSOに参加しての思いなどを話してくれました。
＜テーマ＞
・ SO の 活 動 を 通 じ て 変 化 ・ 成 長 し た こ と
・私が今 チャレン ジし てい ること （ＳＯ 以外 で ）
・未来の自分へ〜こんな人になりたい、目指したい〜
４人のスピーチ動画は９月に開催されるSONのアス
リートストーリー発表会の候補としてSONに送られまし
た。スピーチ動画は、SON・熊本のHP「みんなの声」
のコーナーからご覧いただけます。撮影はビデオ班の
指導者、NPOくまもと未来の澤さんです。編集もしてい
ただきました。

撮影の様子

2022年度 SON・熊本 第5回物品販売 （5月〜7月3日）
今年も沢山の御協力ありがとうございました！

昨年同様、KP5000さんを通してアスリートが所属する福祉事業所などの物品を販売しました。
私事ですが、息子が卒業した支援学校に4年ぶりに伺いました。短い時間ではありましたが、近況報告などお話し、
暖かいメッセージを沢山頂きました。ご賛同頂いた皆さまの応援も、アスリートに届いていると思います。

7月に入り、新型コロナウイルスの感染拡大の勢いが止まらず、今後のプログラムの活動が心配されます。
アスリートが笑顔で楽しく活動出来るよう、皆さんと共にコロナに負けない様、頑張って行きましょう。

（文責：古田）
協力総数：３８２名（団体：324名 個人申し込み：58名）
注 文 数 ：５７０口（SON・熊本寄付込み福祉事業所商品：273口・寄付：297口）

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。
SON・熊本チャリティーバザー実行委員会、ファミリー会

中原 由貴さん
誕生日にこの発表会に参
加できた喜びとグループ
ホームに入って友達と楽
しく過ごしていることを
全て暗記して話しました。

緒方 愛さん
NGで知り合った多くの
方々との絆を大切にして
います。SOを通して、と
てもいい経験ができてい
ます。

井 祐太郎さん
SOに入ってまだ短いの
ですが、とても楽しい
です！今は、仕事も充
実して、フライング
ディスクなど他の団体
にも参加しています。

黒田 ひかりさん
今、広島NG大会に向けて
ボウリングを頑張ってい
ます。パートナーの清田
さんと仲良く、楽しみな
がら練習をしています。
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この2年間、コロナ禍の中で開催できなかった熊本地区大会が10月2日の開会式から10月30日の閉会
式まで9競技、9会場でおこなわれます。アスリートの頑張る姿を、ご来賓の皆さまや多くの県民の皆
さんに見て頂きましょう！ 今年のテーマである、いざ、前進！輝け アスリート‼ にもありますよ
うに、コロナ感染対策で活動がままならなかったこの2年を乗り越えて、まさに前を向いて前進してい
くことを願っています。 SON・熊本理事長 潮谷 義子

2022年 第17回スペシャルオリンピックス日本・熊本地区大会
～ いざ、前進！ 輝けアスリート ～

競技名 開催日・時 開催会場
開 会 式 10月 2日（日）10時半〜 熊本市総合体育館大体育室

テニス 10月 2日（日）13時〜 〃
SOボッチャ 10月 2日（日）13時〜 砂取小学校グランド（雨天時：体育館）

バドミントン 10月 9日（日） 9時半〜 託麻スポーツセンター
馬 術 10月 9日（日） 午後〜 坂本トニアシュタール馬術クラブ
陸 上 10月16日（日）9時半〜 県民総合運動公園補助競技場
ボウリング 10月16日（日） 9時半〜 宇土パスカワールド
競 泳 10月23日（日） 9時半〜 アクアドーム
バレーボール 10月23日（日） 9時半〜 荒尾市東大谷体育館
フライングディスク 10月30日（日） 9時〜 熊本市総合体育館中体育室
閉 会 式 10月30日（日）11時半〜 〃

※ 参加申し込みは、8月25日（木）までにお願いします。

＜開催期間＞ 2022年11月4日（金）～6日（日）
＜開 催 地＞ 広島県（広島市、呉市、三原市、北広島町）
＜引率コーチ紹介＞ 団長：山下 律子（御船） 副団長：萩嶺 淨円（水俣）

①陸 上： 柿本 英行（水俣）、松本 富子（植木） ②バドミントン：萩嶺 淨円
③バスケット：木本 敬也、黒田 雄一郎
④ボウリング・シングルス、ユニファイド：吉田 祐一、田嶋 光枝（荒尾）、竹屋 純子
⑤馬 術：馬場 朋子 ⑥ユニファイドサッカー：伊藤 将大、藤原 達郎、森 一郎
⑦柔 道：馬場 健太郎 （人吉） ⑧競 泳：倉本 美貴（水俣）、山本 倫生
⑨卓 球 個人競技、ユニファイド：中山 秀光、園田 照代
➉テニス：田島 衆一（荒尾）、池邉 由美子（荒尾）
⑪フライングディスク：江口 次郎（御船） ⑫自転車：明瀬 敬二

＜合 宿＞
日 程：９月１８日（日）・１９日（月） 会 場：豊野少年自然の家

＜壮行会＞ ＊期日・場所未定
選手団の皆さんが、練習の成果を思いっきりだして元気に帰って来れるよう、みんなでエールを送り

ましょう！

2022年 第8回SON夏季ナショナルゲーム in 広島



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のご案内  2022年★★
【ブランチ】

競技
【熊本】

陸上
【熊本】

バドミントン
【熊本】
ゴルフ

【熊本】
テニス

【玉名】
フロアーホッケー

【荒尾】
テニス

【荒尾】
陸上

期間 10/2〜11/27 10/1〜12/3 9/4〜10/30 9/3~10/22 10/7〜11/25 9/4〜10/30 9/11〜10/30

曜日 日曜日 土曜日 日曜日 土曜日 金曜日 日曜日 日曜日
   回数  8 8 8 8 8 8 8

場所 パークドーム周辺 サンライフ熊本 下硯川サンバレーゴルフ ファミリア浜線店 荒尾市緑が丘小学校体育館 荒尾市テニスコート 陸上競技場

時間 10：00〜〜12：00 19：00〜21：00 8：30〜9：30 17：30〜19：30 18：00〜20：00 14：00〜16：00 9：00〜11：00

定員 なし なし ５名 １０名 なし なし なし
参加費会場費 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＋会場負担金 200円/１回＋会場負担金 200円/１回＋会場負担金

説明会 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 8/21 14：00〜東宮内公民館 8/21 14：00〜東宮内公民館

申込締切 9月27日 9月26日 8月31日 8月31日 10月1日 8月20日 8月20日
熊本事務局 熊本事務局 熊本事務局 熊本事務局 玉名ブランチ 荒尾ブランチ田島千尋宛 荒尾ブランチ田島千尋宛

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
玉名市山田367 荒尾市宮内785 荒尾市宮内785

FAX(096)-288-2782 FAX(096)-288-2782 FAX(096)-288-2782 FAX(096)-288-2782 FAX（0968）-72-4844 FAX（0968）-63-0388 FAX（0968）-63-0388

チーフコーチ 土田 誠也 前田 美恵子 山中 英稔 秦 美保 宮 孝人 池邊 由美子 大野 佳奈美
コーチトレーニング 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 プログラム初日

【ブランチ】
競技

【植木】
陸上

【御船】
フロアーホッケー

期間 10/2〜11/20 10/1〜11/19
曜日 日曜日 土曜日

   回数  8 8 日曜日 日曜日
場所 吉松小学校 白旗小学校体育館 アクアドーム熊本 県立体育館
時間 9：30〜11：30 18：00〜20：00 14：00〜16：00 14：00〜16：00

定員 10名 なし 15名 15名
参加費会場費 200円/１回＋会場負担金 200円/１回＋会場負担金

説明会 9/24 かがやき館
18時〜

プログラム初日

申込締切 9月20日 9月24日
植木ブランチ
緒方初美宛

御船ブランチ 川上愛子宛

北区植木町今藤293 上益城郡御船町滝川1860-4

FAX（096）-272-4505 FAX (096)-282-2654

チーフコーチ 梅田 秀一 山下 律子
コーチトレーニング プログラム初日 プログラム初日
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プログラム初日

【熊本】競泳
（日程によって会場が変わりますが、1つのプログラムです）

土曜日

200円/１回＋会場負担金 療育手帳

YMCA長嶺
17：30〜19：00

15名
200円/１回＋会場負担金

9/3，9/10，9/17，
10/1，10/8，10/22

8月24日
プログラム初日

9/25，
10/2，10/9

9/4，9/11

熊本事務局

申込先

申込先 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

黒田雄一郎

※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。（手続は事務局又は説明会にて。）
※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。
※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になる場合があります。中止の場合は一斉メールでご連絡します。
HPにも掲載しますのでご確認ください。
※その他プログラムが再開する場合一斉メール、各プログラム、ホームページ等でお知らせします。

〈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

〈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

申込み用紙の
記入事項



 ★ スポーツプログラムのご案内  2022年 8月・9月 ★

5/28〜 ファミリア浜線

6/4〜 小岱作業所

7/3〜 パスカワールド
【ブランチ】

競技
【熊本】

競技 チア
4/2〜 あさぎり町熊本クラウンゴルフ

期間 9/3〜10/2 7/9〜 白旗小学校体育館

曜日 土曜日 7/9〜 白旗小学校体育館

   回数  5回 5/8〜 エコパーク水俣陸上競技場

場所 植木ジャンプスタジオ 7/3〜 吉松小学校

時間 10：00〜〜12：00 6/5〜 あさぎり町B＆G海洋センタープール

定員 なし 4/17〜 市立総合体育館

参加費会場費 200円/１回＋会場負担金 12/11〜 乗馬クラブホーススライダー

説明会 プログラム初日 10/15〜 人吉市 馬場道場

申込締切 8月25日 2/6〜 太田郷コミュニティセンター

熊本事務局 1/30〜 深川体育館

熊本市中央区千葉城町    5-50
熊本メディアビル4階

1/9〜12/11 小国支援学校体育館

FAX(096)-288-2782 1/9〜12/12 小国支援学校体育館

チーフコーチ 吉田 祐一 1/8〜 障がい者福祉センター

コーチ 滝本 清美 4/3〜 パスカワールド

5/8〜 陸上競技場

4/3〜 小岱作業所

4/3〜 県営八代運動公園

4/2〜 岱明B＆G海洋センター

3/4〜 緑ヶ丘小学校

3/13〜 長洲町総合スポーツプール

3/27〜 水俣市総合体育館温水プール

3/6〜 吉松小学校

益城町 硯川周辺
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【植木】SOボッチャ
【水俣】陸上
【御船】バレーボール

【人吉】ゴルフ

【熊本】テニス

【荒尾】ボウリング
【荒尾】フライングディスク

【御船】ボッチャ

【熊本】卓球
【人吉】競泳

申込先

地区大会の開会式でチアを
踊ります。

【植木】サッカー
【水俣】競泳

【熊本】馬術 ブリティッシュ

【人吉】柔道
【八代】フロアホッケー

【荒尾】陸上

【熊本】ユニファイドバスケットボール

【水俣】ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ
【小国】フロアホッケー
【小国】ボッチャ

【荒尾】ボウリング

【熊本】自転車

【荒尾】フライングディスク
【八代】陸上
【玉名】卓球
【玉名】フロアーフッケー
【玉名】競泳

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
★新規 プログラム ★

競技 チア
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2022 年 第 17 回スペシャルオリンピックス日本・熊本地区大会 大会要項 

～ いざ、前進！ 輝けアスリート ～ 
１  大会の目的 

⚫  スペシャルオリンピックス（以下：ＳＯ
ｴ ｽ ｵ ｰ

）のスポーツプログラムに参加しているアスリートが日頃のトレ
ーニングの成果を発表するとともに、更なる目標を得る機会とする。 

⚫  大会を通して、アスリートの自立性と社会性を高め、コーチやボランティアを含む全ての参加者と
の交流を深める。 

⚫  ＳＯの活動内容やそのすばらしさを広く県民にアピールし、アスリートに対する理解を深めるととも
に、より多くの人たちの心のバリアフリーを促進する。 
 

２  主 催  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 
 
３  主 管  2022 年第 17 回スペシャルオリンピックス日本・熊本地区大会実行委員会 
 
４  後援(予定)  公益財団法人スペシャルオリンピックス日本、熊本県、熊本県教育委員会、熊本 

市、熊本市教育委員会、荒尾市、荒尾市教育委員会、阿蘇市、阿蘇市教育委員会、
嘉島町、嘉島町教育委員会、熊本日日新聞、NHK 熊本放送局 RKK、KAB、KKT、
TKU、エフエム熊本 ほか       

 
５  期 日  2022 年 10 月 2 日（日）～ 10 月 30 日（日） 

開会式  2022 年 10 月２日（日）／ 閉会式：10 月 30 日(日) 競技終了後 
（参考：10/29-30 は全国障害者スポーツ大会、11/5～6 は NG 大会） 

 
６  会 場  熊本市総合体育館（開会式）、嘉島町総合運動公園多目的競技場、熊本市総合

体育館、大江小学校、熊本南カントリークラブ、荒尾市運動公園ほか 
  
7  実 施 競 技 ボウリング10/16(日)宇土パスカ、SOボッチャ 10/2（日）砂取小学校、バドミントン10/9 

（９種目）  （日）託麻スポーツセンター、 テニス 10/2（日）市総合体育館、フライングディスク 10/30
（日）市総合体育館中体育室、バレーボール 10/23（日）荒尾市東大谷体育館、           
競泳 10/23（日）アクアドーム、 陸上 10/16(日)県民総合運動公園補助競技場、 
馬術（10/9・10/10 坂本トニアシュタール乗馬クラブ 4 人ずつ 2 日に分けて） 

 
８  参加予定人数  延べ 2,000 人（選手団 500 人、競技・運営 500 人、ボランティア 1,000 人） 
 

９  参 加 資 格 
（１） アスリート 

① ＳＯ日本・熊本にアスリートとして活動登録し、競技会当日現在で 8 歳以上であること。 
② ２０２０年 1月1日から競技会当日の期間内にＳＯ日本の地区組織が提供しているスポーツト

レーニングプログラム（大会に参加する競技のプログラム）に、8 回以上参加した経験がある
者。但し、合宿形式でのトレーニングプログラムの場合は、2 時間程度のトレーニングプログ
ラムを１回と数えることとする。 

③ 大会への参加に関して、アスリート本人の同意が得られていること。但し、アスリートが 18 歳
未満の場合は、保護者の同意も必要である。 

④ 上記の条件を満たし、ＳＯ日本・熊本が参加について適格であると認めた者。 
（２） コーチ 

① ２０２０年 1 月 1 日から競技会当日の期間内に、ＳＯ日本の地区組織が提供する当該のスポ
ーツトレーニングプログラムへ参加していること。 

② ＳＯ日本・熊本が参加について適格であると認めた者。 
 ※今回は、他県地区選手団の招待はしない 

 
10  参加競技数  参加できる競技数は 1 日 1 競技 （但し、参加競技数は制限しない） 
              
 
11  参 加 費 （エントリー料）ＳＯ日本・熊本選手団（アスリート･パートナー） 1 競技 500 円  
 
12  参加申込方法  郵送、ＦＡＸ、メールにて申込 ※詳細は別紙申込様式 

 

区分 申込用紙 提出先 締切 

SON 熊本選手団 用紙Ａ 所属ブランチ事務局 ８月 25 日（木） 

ボランティア・ファミリー 用紙Ｂ SON・熊本事務局 9 月 10 日（土） 

【問合せ先】 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･熊本事務局 

〒 860-0001  熊 本 市 中 央 区 千 葉 城 町 5-50  熊 本 メ デ イ ア ビ ル ４ F   

TEL/096-288-2781・FAX/096-288-2782 E-mail/kumamoto@son.or.jp 

                

 7 
 

mailto:kumamoto@son.or.jp


2022年 第17回スペシャルオリンピックス日本･熊本 地区大会

選手団（アスリート、パートナー、コーチ）参加申込書
ふりがな

氏名                     性別（    ）
生年月日 西暦    年   月   日  年齢（   ）歳  

住所 〒

電話               FAX
参加競技および種目 ※参加できる競技数は、1日1競技です。

（参加する競技に○をつける） 　（アスリートは参加する種目も○でかこむ）

熊本市総合体育館・大体育室

県民総合運動公園補助競技場

熊本市総合体育館・中体育室

・水泳競技は2種目まで

（その場合リレーから1つとその他の種目から1つ。ただし水中歩行とビート板使用自由形はリレーには出場できない。）

・陸上競技は2種目まで（トラック競技から1つとフィールド競技から1つ）

8

10/16（日）

10/9（日）
10/10（月）

10月9日

競　　技

10/2（日）

SOボッチヤ競技
砂取小学校

坂本トニアシュタール乗馬クラブ

陸上

バドミントン
託麻SPセンター

馬術

ボウリング競技
宇土パスカワールド

種　　目

開会式

テニス競技
熊本市総合体育館・大体育室

HAP（ 歯科 眼科 フットケア 栄養相談 何でも相談 ）

個人技能競技 ｼﾝｸﾞﾙｽﾕﾆﾌｧｲﾄﾞ ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾀﾞﾌﾞﾙｽ

シングルス

シングルス４人制とチーム競技

15m水中歩行・25mビート板使用自由形
25m自由形・25m平泳ぎ・25m背泳ぎ・25mバタフライ
50m自由形・50ｍ平泳ぎ・4×25ｍフリーリレー

3M・5M・7M

トラック競技：50ｍ走 100ｍ走 1500ｍ走
ﾌｨｰﾙﾄﾞ競技： 立ち幅跳び ｿｽﾄﾎﾞｰﾙ投げ

個人技能競技・シングルス

馬場競技・障害競技（横木通過、）

ユニファイド６人制チーム競技
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※新型コロナの影響により中止になる場合があります。一斉メールにてご連絡いたします。
HPにも掲載いたしますのでご確認ください。

荒尾市東大谷体育館
10/23(日）

熊本市総合体育館・中体育室
【注意事項】

閉会式
10/30（日）

フライングディスク

競泳競技

アクアドーム

バレーボール

月 日（ ）締切

参加区分

（いずれかに○）

＊アスリート

＊パートナー

＊コーチ

吉田祐一
8    25        木

吉田祐一

吉田祐一
シングルスと４人制チーム競技
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SON・熊本支援用 自動販売機の設置

～ 新たにグランメッセ熊本にも ～

売り上げの一部がSON・熊本に寄付されるコカ・コーラの自動販売機を、益城町にある県立の

産業展示場（グランメッセ熊本）に新たに設置したことを記念する「協定締結式」が、 ７月２１日

（木）、現地で開催されました。

当日は、グランメッセ熊本の指定管理者である熊本産業文化振興㈱の入杉三久代表取締役

と、コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ベンディング熊本南支店の椎葉広文支店長、そしてSON・

熊本からは潮谷義子理事長が出席され、協定書に署名された後、設置された自販機の前で記

念撮影が行われました。

この模様は、新聞記事や経済誌でも紹介されましたが、今回の設置は２０１１年１月の県内初

の設置以降７箇所目で、潮谷理事長からは「アスリートの活動費に充てさせて頂いているが、経

常的な寄付なので、とても有難い」とお礼を言われました。

これまでの設置場所は次の通りですが、SON・熊本の運営をより安定的なものにして行く為に

は、更なる財源の確保が必要です。この自販機の設置可能な場所がありましたら、是非とも御紹

介いただくようお願い致します。（事務局 末廣正男）

＜現在の設置場所＞

① 鶴屋百貨店 ② 高野病院 ③ 熊本県立大学 ④ 桜の馬場城彩苑

⑤ ㈲清和自動車 ⑥ 熊本保健科学大学 ⑦ グランメッセ熊本

(右側）熊本産業文化振興㈱

入杉 三久 代表取締役

（中央） SON・熊本 潮谷 義子理事長

（左側）コカ・コーラボトラーズジャパン

㈱ベンディング熊本南支店

椎葉 広文 支店長

「協定締結式」

多くのメディアも参加して開催されまし
た。協定書にサインをしたあと、潮谷
理事長がお礼を申し上げました。

『SON・熊本のさらなる活動の充実、

そしてアスリートの頑張りへの大きなご
支援となることでしょう！感謝申し上げ
ます。』 潮谷 義子

９
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8月の行事予定
20日 第17回地区大会実行委員会

ボランティア研修会
28日 2022年度 第2回SON・熊本理事会

2022年度入会・会員継続ありがとうございます （2022年4月26日～7月31日受付分 敬称略 順不同）

【個人会員】浦中公明 浦中由美子 中原喜徳 新野尾香代子 安楽貴子 草野隆夫 今村智子 亀山裕子

大塚正法 横田学

【個人賛助】福村美枝子 中島弓恵 浦中賢 中原聡 三井邦子 杉野直矢 安楽晶之 新野尾朋昌

金井正俊 草野航世 今村薫 亀山弘貴 橋本和彦 髙橋美雪

【団体会員】国際ソロプチミスト熊本 株式会社 古荘本店

【団体賛助】ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ悠愛 国際ソロプチミスト熊本さくら

【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 有限会社清和自動車

社会医療法人社団高野会大腸肛門病センター高野病院 グランメッセ熊本

【ご寄付】ありがとうございます（敬称略）

小西ツギ子 樽海マイア 宮貴美代 今村智子 SON・熊本ファミリー会バザー委員会

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

検索

スペシャルオリンピックス日本・熊本

「らぽーる」をWEBでご覧いただけます。
9月の行事予定

10日 地区大会ボランティア説明会（予定）
・合同会議、SP委員会、その他の委員会
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日 時：8月28日（日）8時集合〜15時ゲームスタート
＊のぼり立て、受付（検温・消毒など）

申し込み：8月25日（木）FAXかメールで事務局まで

服 装：よければ、SON・熊本ポロシャツ or Tシャツ

※暑いので、帽子や飲料水を忘れずに！

事 務 局 便 り
今年も8月17日〜10月2日まで熊本

県立大学生４人がインターンシップに
きます。プログラムにも参加予定ですので、
その際はどうぞ宜しくお願いします。

お盆休み：８月13日（土）
〜15日（月）

火の国サラマンダーズ ボランティア募集！

～～ご案内～～
＜第17回SON・熊本地区 大会実行委員会＞

☆日 時 : 8月20日（土）14時〜 ☆会 場：熊本学園大学14号館
☆内 容：実行委員の顔合わせと地区大会に向けて・・
＜ボランティア研修会＞

☆日 時：8月20日（土）15時〜 ☆会 場：同上
☆内 容： ①SOとは？ ②アスリート理解 ③ファミリーより
＜地区大会 ボランティア説明会＞

☆日 時 : 9月10日（土）14時〜 ☆会 場：慈愛園
☆内 容：地区大会各競技会のボランティア役割について

〖EKSデーの中止について』
7月31日（日）に予定していた、今年のEKSデーはコロナ感染者が4,000人を超える状況のなか、アスリート

は勿論、参加ご予定のボランティア、スタッフなどの皆さまのことを考えると開催を中止せざるを得ませんで
した。このことは、医療関係者からのご助言をもとに合同会議で慎重な協議を重ねてまいりました。アスリー
トの皆さんは、特に楽しみになさっていたと思います。しかし先ずは、皆さんの健康が一番です。 これから
も暫くは猛暑が続きそうです。コロナ感染だけではなく、熱中症にもお気を付けてお過ごしください。

SON・熊本理事長 潮谷 義子
SOだけではなく、いろんなところで

輝いているアスリート！
☆希望荘作品展 (8/1〜8/29)

熊本市障がい者福祉センター
思わず、じっと見つめてしまう・・。
熱い思いがつまった作品展です。
SOのアスリートも出展しています。
☆熊本市役所ロビー（9/5〜9/12)

☆第22回全国障がい者芸術・文化祭
熊本ブランチの吉田 彩さんの

書道の作品が選ばれました。
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