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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
11月・12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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①ユニファイドサッカー

開会式
卓球アスリートの
西村有加里さんが
SO旗を有森理事長
に手渡しました。

「現在のスペシャルオリンピックスは熊本の小さな輪から全国に広がり、来年３０周年を迎えます。アスリー
トは、様々なプログラムを通して共に頑張る仲間ができました。ＮＧの経験が、これからの人生にきっと大き
な力を与えてくれるでしょう。がんばれ熊本！！」
これは、ＮＧ広島大会の開会式で、熊本選手団が入場する際の紹介文です。ＳＯが熊本から始まったことを
全国にアピールするとともに、アスリートの皆さんの背中を押してくれました。大会では、日頃のプログラム
の成果を十分に発揮し、昨日の自分より一歩前進できたことと思います。 熊本選手団団長 山下 律子

2022夏季ナショナルゲーム広島大会 11/4～6
Power of Smile ～だれもが輝ける場所へ。～

NG選手団のアスリート代表、荒尾
ブランチの津川さやかさんが出場へ
の力強い意気込みを伝えました。
蒲島知事からは「自分の持っている
力を出して頑張って来て下さい。
そして全国のアスリートの皆さんと
交流もし、仲間作りの場となれるこ
とを願っています」と激励の言葉を
頂きました。

知事表敬 10月20日（木）

※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

ユニファイドサッカー
柔 道

フライングディスク バドミントン

陸 上 ボウリング ユニファイドバスケット 競 泳

馬 術 テニス 卓 球 自 転 車

熊本ブランチアスリートの山本彗太
さんの書「くまもと」が、NG選手団の
ユニフォームとなりました。



前号でもご紹介しましたが、地区大会は日常のプログラムの発表の場です。それがコロナ禍の中、なかなかプログラムが実

施できませんでした。でもアスリートとコーチは、前を向いて自分たちができることは何かと考え、体力作りや仲間とのコミュニ

ケーションをはかってきました。その結果、この地区大会では、たくさんの輝くアスリートの姿を観ることができました！

大会実行委員長 丸本 文紀 競技責任者 吉田 祐一

アスリートとSON・熊
本の理事が
リボンを手につない
で行進！
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2022年 SON・熊本第１７回夏季地区大会
～いざ前進！ 輝けアスリート！～

開会式
10月2日（日）

H A P （ヘルシーアスリートプログラム）

10/2
SOボッチャ

10/2 硬式テニス

城北高校チア部・慶誠高校吹奏楽部の皆さんが、
盛り上げてくれました！
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10/9 バドミントン

10/9
馬 術

10/9  陸 上

秋空の下、運動公園補助

競技場で第17回熊本地区

大会陸上競技会が開催され

ました。18名のアスリートが

50mをはじめ、5種目の競技

で競い合い、また親睦を深

め合いました。多くの高校生

のボランティアや、審判員の

参加もあり盛会のうちに大会

を終える事ができました。

コーチ：明瀬

今回も、歯科検診・栄
養相談・メガネの選び
方・フォットケア・なんで
も相談のコーナーを設
けて、専門の先生方に
診て頂きました。

大好きな馬の上から
見ると、気持ちいいです！

ボランティアの高校生と一緒に

出来たのが、嬉しかったです！

ありがとうございました。

また一緒にやりましょう。

（写真撮影：八代白百合高校写真部、SON・熊本アス
リートビデオ班）
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10/23 競 泳
アクアドームくまもとに４ブランチ、総勢２２名のアスリートが、
集まり、みんなちょっと緊張ぎみでしたが、元気一杯に泳いでく
れました。

10/16 ボウリング
宇土パスカにてアスリート２８名が７つのディビジョンに分かれて、ボウリング競技会が開催されました。

NG広島大会にユニファイドダブルスにパートナーとして参加される井上博明さんによる始球式から、競技会が始まりました。

10/23 バレーボール

10/30 フライングディスク

10/30 閉会式

高校生はじめ、ボランティアの皆さんに
サンキューカードを渡しました。

荒尾市東大谷体育館で、バレーボールユニファイド
競技を開催しました。
3チーム（マジャッキー、ティラノサウルス、くまモン）の
リーグ戦。ファミリーやボランティアのみんなも一員と
なって、2試合ずつ戦いました。サーブや、繋げるプ
レーが多くなり、力の向上を感じました。

WGアブダビ大会のバレーボールでご一緒した東京のコー
チが応援に駆けつけてくださいました。再会したアスリートは
感動していました。

ファミリー、ボランティアの方々も一生懸命、アスリートのサポートや
大会運営に携わって頂きました。

荒尾ブランチと御船
ブランチのアスリート
が参加しました。
飛んだ距離を競う
デイスタンス競技と
正確さを競うアキュラ
シー競技で競い合い
ました。

表彰式でアス
リートの笑顔が、
輝いていました。
表彰の音楽は
生演奏でした。

10月2日から始まった2022年度の地区大会も、
30日の閉会式で全ての競技と式典が終了
しました。
パラリンピックのメダリストの
富田宇宙さんやロアッソ
熊本のキャプテンの
河原選手、卓球の垣田
選手からアスリートに
頂いたビデオメッセー
ジ映像の紹介しました。

最後のアトラクションでは、熊本で活躍中の大林由紀さんによる”365
日の紙飛行機”の歌に合わせて、参加ボランティアの高校生やアスリー
ト、来賓の皆さまも一緒に紙飛行機を飛ばして、一ヶ月間の地区大会を
終えました。
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12月・令和5年1月の行事予定

・オンラインで活動報告会
・運営委員会、合同会議、SP委員会等の開催

2022年度入会・会員継続ありがとうございます （2022年10月1日～11月30日受付分 敬称略 順不同）

【個人会員】前田典子 馬場健太郎 髙木芽久美 井澤強太 倉本美貴 成清章 角田輝美 木本敬也 開珠恵

中川浩昭 保田周一 保田清美

【個人賛助】前田一光 下谷正子 下谷京太郎 益田尚輝 井上勝世 髙木大樹 髙木省吾 倉本英幸

桑畑宣雄 出田義健 角田美和 皆月由美子 開雅偉 中川竜也

【団体会員】【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）

医療法人社団牧野皮膚科医院 株式会社大劇 重光産業株式会社 添島玲奈 有限会社三島自動車 中島昌道

萩嶺淨円 荒尾ブランチ有志一同 ぽぽろ ぽぽろハウス 井上整形外科

【地区大会プログラム広告＆協賛金】ありがとうございます（敬称略）

坂口歯科医院 株式会社マルホ 株式会社落合葬儀社 株式会社石崎商店 株式会社Ｒoots 医療法人良心会田中良医院 荒尾ライ

オンズクラブ 株式会社カメイホールディングス 林田公認会計士・税理士事務所 熊本酸素株式会社 荒尾市歯科医師会 荒

尾ロータリークラブ 株式会社せらデイサービスぽぽろ 弁護士法人大知 田中法律事務所 税理士法人近代経営 株式会社中央

環境管理センター 学校法人君が淵学園崇城大学 株式会社SYSKEN 豊建設工業株式会社 株式会社ツカサ創研 丸義物流サー

ビス株式会社 熊本学園大学 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 株式会社トライ

医療法人社団牧野皮膚科医院 大和リース株式会社 社会医療法人寿量会熊本機能病院 あらおウォーターサービス株式会社

株式会社えがお 社会福祉法人杏風会 介護老人福祉施設白寿園 学校法人銀杏学園 熊本保健科学大学 西日本電信電話株式会社

合資会社中島石油 保田周一

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。
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事 務 局 便 り ＜年末年始の事務局体制＞
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～SO以外にも頑張ってます!!～

☆全国障がい者スポーツ大会 （栃木県）
ボウリング競技に、熊本ブランチの吉田 彩さんと

荒尾ブランチの宮崎 大樹さんが参加しました。慣れな
い無観客に加え、レーンが難しく思うような成績があげ
られなかったとのこと。でも二人ともがんばりました！

☆くまもと障がい者芸術展 （県立美術館分館）

SOのアスリートの作品がたくさん出品されていまし
た。緒方 愛さん。山本彗太さん。田畑周平さん。
吉田 彩さん。駒田幸之助さん。風間一朗さん。
中田匡哉さん。また、美術館本館で開催中の「Art Brut
展」にも出品してありました。

浅田敏彦荒尾市長に出場報告
宮崎 大樹さんが、10月末に開催さ

れた「全国障がい者スポーツ大会」に
県代表として出場することを報告。
「アベレージ200超えで優勝したい」
と抱負を述べました。

※仕事納め 12月28日（水）
※仕事始め 2023年1月6日（金）
今年もお世話になりました！

祝 潮谷理事長の叙勲受賞
去る11月9日、令和４年秋の叙勲受章者のお一人として、私どもSON・熊本の

潮谷義子理事長が、皇居において「旭日重光章」の伝達を受け天皇陛下に拝謁さ
れました。この章は、前熊本県知事としての地方自治功労と福祉及び教育に対す
る寄与が認められ授与されたものです。関係者一同でお慶び申し上げたいと思い
ます。 SON・熊本事務長 末廣 正男

【 荒尾ブランチ便り 】

“荒尾市制８０周記念事業
わくわくスポーツ ボッチャ
大会“一般市民の方と一緒に
ボッチャを楽しみました！
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