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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
※らぽーる(rapport)とは、互いに信頼し、安心して気持ちを伝えあう“つながり”を意味するフランス語

城北高校チアダンス部の皆さんと、SON・熊本 競技チアプログラムのアスリートが気持ちを一つにして楽しく踊りました！

2022 SON・熊本 第17回地区大会 開会式が開催されました！
3年振りに開催された地区大会、今年のテーマは いざ 前進！輝けアスリート！ です。
この大会で私たちは、アスリートの輝く姿を観ることができそうです。コロナ禍の中、練習もあまりできていな
いことでしょう。それでもアスリートの皆さんは、プログラムに行くと仲間と会えるし、話すことができて
嬉しかったです！と笑顔で語ってくれました。11月4日～6日までSO夏季全国大会（NG）もあります。
どうぞ元気に、熊本で開催される一番大きな競技会である地区大会を大いに楽しんで下さい。
SON・熊本 理事長 潮谷 義子
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城北高等学校チアダンス部のご紹介を
SON・熊本HPに記載しています。
ご覧ください。

❺
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＜写真のキャプション＞
❶日本ボーイスカウト熊本 第16団
レンジャー隊とアスリートが一緒に
SO旗を持って入場
❷丸本地区大会実行委員長と江崎ア
スリート委員長挨拶
❸SON・熊本 顧問の中村勝子さんか
ら、アスリートにエールと心温まる
メッセージをいただきました。
❹各ブランチ代表、選手宣誓
❺開会式の時に、NG出場選手団の紹
介がありました。アスリートを代表
して、競泳の飯島 輪さんが意気込み
を話しました。

＊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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10月2日 テニス地区大会

10月2日 SOボッチャ地区大会

2人のアスリートが投げ終わるまで決着が分か
らないところが面白かったです。当日は屋外
だったので屋内練習とは違った難しさがあった
でしょうが、アスリートは真剣かつ楽しそうに
プレー。ボランティアやコーチの方々も自然と
笑顔になっていて素敵な空間でした。予定が合
うときはぜひ参加させて頂きたいと思いました。
（インターン生：中村）

アスリートの方が笑顔でいきいきとされている姿は
とても素敵なものでした。お互い楽しみながらの試
合で、見ていても楽しく、元気をもらえました。次
回はぜひ、一緒に試合をしてみたいです！
（インターンシップ生：向山）

試合後の笑顔！素敵でした。

10月9日（日）

10月9日・10日 馬 術 地区大会

バドミントン地区大会

開始式での見事な選手宣誓で大会が始まりました。
コロナで思うように練習ができなかった３年間。
それに初めて地区大会に参加したアスリートが多く、
不安も多かったのですが、たくさんのボランティア、
ファミリー、スタッフの総力で素晴らしい大会とな
りました。12名のアスリートが予選では3グループで
試合をし、その後4グループに分かれての決勝となり
ました。
個人技能競技、シングルスとも頑張る姿は感動を
与え、表彰台に立ったアスリートの嬉しそうな笑顔
は最高でした！
国府高校、第一高校、熊本工業高校のボランティ
アの皆さん、医療の方々に感謝いたします。
（バドミントンコーチ：前田）

４人のアスリートが参加。二日間にわたり精一杯演技。
馬術はいくつからでも始められ、いくつになっても
体力が落ちてきても、一生涯できるスポーツなのです。
これからも、是非プログラムを続けていって欲しいも
のです。
（馬術コーチ：馬場）
＜アスリートの感想＞
・ルートを覚えるのは難しかったけど、良く出来たと
思う。・楽しかったです。・金メダルでよかった。
・ひまわり（馬の名前）が好きです。
＜ファミリーから＞
・とても上達したと思います。コーチや皆さんに感謝
です。・動物が好きなので、馬とのふれあいがいい。

２
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～インターンシップ報告～
テニスプログラムに参加させていただいてアスリートやファミリー、コーチの方々の温かさを感じました。
テニスをしたことがなく、初めての場所に戸惑う私たちに優しく声をかけてくださる場面が多くあり、だん
だんと緊張が解れていくのが分かりました。また、ゲームの際は敵味方関係なく点が入ったときみんなで喜
ぶ雰囲気が素敵で、私たちインターン生も楽しくテニスをすることができました！

ウォーミングアップ後に、アスリートとペアを組ん
で試合をしました。

座 学（SOの歩み・理念など、ファミリーとアスリート、事務局の仕事内容、広報誌に作成、他）
座学では、様々な方々からお話を伺いました。多様な観点からお話を伺ったことで、NPOがどのような組織な
のか、スペシャルオリンピックスの歴史やルール、プログラムについて、アスリートとそのファミリーの方々の
活動など、今まで知らなかったことをたくさん教えていただきました。
何より印象的だったのが、アスリートの皆さんの影響力です。ファミリーの方だけでなく、周りで応援している
皆が笑顔になったり、感動したり、勇気をもらったりしたというお話を聞いて、彼らの影響力の大きさにとても
驚きました。誰もがそうであるように、”心からの笑顔”というのは自分も相手も幸せであるからこそ、だと思い
ます。私たちも、座学や活動を通してアスリートの皆さんからとても勇気をもらい、何事も頑張ろうと思うこと
ができ、自身の気持ちの変化を感じることができました。スポーツのつながりによる拡散力を信じてSOの存在
を今よりももっと多くの人に発信していこうと考ています。ご講話してくださった皆さま、ありがとうございま
（文責 インターン生 長尾）
した。
らぽーるを作るにあ
たって、元熊日編集
局長で、SON・熊本
広報担当理事の平野
有益さんからいろい
ろと教えて頂きまし
た。
ファミリーの大宅さん

～SON・熊本 地区大会開会式でボランティアをしました～
地区大会開会式では、アスリートの方々がイキイキとしていらっしゃる姿がたくさん溢れていました。
チアリーディング、MC、選手宣誓などを、それぞれが自分の使命をしっかりと果たしている場面を見るこ
とができました。また、くまモン体操などで皆さんが盛り上がっている様子を見て、スペシャルオリンピッ
クスはとても素晴らしい場所なんだと改めて感じ、活力をもらうことができました！
(文責 インターン生：大西・向山)

SON・熊本で活動したインター
ンシップの発表をしました。

パラリンピックをとおして障がいをお持ちの方の 月1回の“おしゃべりタイム”
ことを学ぶ、ボランティア不足の解決法は？etc。 に参加して、アスリートの皆
さんと仲良くなれました。
７
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2022年度入会・会員継続ありがとうございます （2022年8月1日～9月30日受付分 敬称略 順不同）
【個人会員】山下祐子 石井美代子 成尾雅貴 菅正康 石橋綾 後藤純子 信國宏征 渡邉延余 野間晴美 毛利秀士
毛利ラン子 山本幸子 松岡喜美子
【個人賛助】三原璃香 渡邊岬 毛利元 山本直美
【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）石橋綾 田中智子
【物品販売ご寄付6月10日～7月25日】ありがとうございます（敬称略）
熊本県立熊本盲学校有志 熊本県立熊本聾学校有志 熊本はばたき高等支援学校有志 大津支援学校有志 ひのくに高等
支援学校有志 鏡わかあゆ高等支援学校有志 荒尾支援学校有志 熊本県立球磨支援学校有志 かもと稲田支援学校（小
中）有志 かもと稲田支援学校・事務管理部有志 菊池支援学校有志 熊本大学教育学部附属特別支援学校有志 九州電
力株式会社熊本支店有志 国際ソロプチミスト熊本-さくら 国際ソロプチミスト熊本-すみれ 三気の家有志 株式会社
トライ 株式会社 SEP 小坂貴和子 浅原百合子 米澤静江 杉光啓子 前田智子 工藤利博 前田拓海 西村有加里 村上重徳
田島衆一 中川さおり 中原愛子 江口朱 栗秋範子 西村芳子 本田育子 中田匡哉 駒田利子 淵上廣子 紫垣長保 山野秀
勝 後藤優子 西るり子 牧野智子 前田阿由美 池上裕樹 山下律子 古田めぐみ 冨永容子 井芹護利 黒田ひかり 宮中珠
江 松尾興和 吉田昇平 野口怜雅 SON・熊本ファミリー会バザー委員会 世良喜久子 浅見雄治

地区大会開会式の受
付ボランティアを
して頂いた、熊本
婦人ボランティアの
会の皆さん。らぽ
ーる発送のお手伝い
もされてます。

市長表敬 10月3日（月）

アスリートストーリー全国大会に出場する4人
のアスリートに、小出 史さんから話し方のご指
導をして頂きました。約2時間教えていただい
た後のスピーチは、相手にわかるように、ゆっ
くり感情を込めた言い方に変わっていました。

第8回SO日本夏季ナショナルゲーム（NG）in 広島に出
場する選手団で市長表敬に行って来ました。まず、山
下団長が、広島に向けての意気込みを話した後に、萩
嶺副団長が選手の紹介をしました。
アスリートを代表して競泳で参加する、飯嶋 輪さんが
この大会への思いなどをしっかりと市長に伝えました。
市長からは、コロナ禍で大変だったでしょうが、練習
の成果を出し切って来てくださいと、心のこもった
エールを頂きました！

小出 史さん

事務局便り
事務局でお手伝いをしていただける
ボランティアを募集しています。
・登録・発送作業・スポーツプログラムの準備な
どなど・・。お気軽にお問い合わせください。
お待ちしています！
「らぽーる」をWEBでご覧いただけます。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

先ずは、発声練習から！

10月の行事予定
・運営委員会、合同会議、SP委員会等の開催
・ 第 17 回 地 区 大 会 10/23 ： 競 泳 、 バ レ ー
ボール 10/30：フライングディスク、閉会
式

11月の行事予定

検索

・11/4～6 NG夏季大会（広島）
・運営委員会、合同会議、SP委員会等の開催
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