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大会実行委員長挨拶 

大会実行委員長 丸本 文紀  

 

今年も、スペシャルオリンピックス日本・熊本地区

競技会の季節がやってきます。大会のテーマは、「地

域の絆で 輝けアスリート」です。 

可能な限り競技を集中させることによって、ＳＯ関

係者だけでなく、多くの来賓や地域ボランティアの皆

さんが開会式から競技会場に足を運ぶ機会を創出し、

ＳＯの高い理念の下に関係者が一同に集い絆を深め

合おうとの思いで開催致します。 

そして、その中で輝く主役は、言うまでもなくアス

リートの皆さんです。 

世界へ向けてのチャンスは皆に等しく開かれてい

ます。高い集中力と持続力によって培われた日頃の 

トレーニングの成果を思う存 

分発揮し、皆さんひとり１人 

が、最高のパフォーマンスを 

表現してくれることを大い 

に期待しています。 

頑張りましょう。 

 

開 会 式 
2017年 10月 14日（土） 

10:30～12:00 

熊本学園大学高橋記念ホール 

が予定されています。 

 

第 14回 SON・熊本地区大会 

理事長 潮谷 義子  

  

熊本学園大学を主会場に第 14回熊本地区大会が開

催されますことに大きな喜び、感謝の念を抱いていま

す。 

昨年は熊本地震の影響のため地区大会の実施は困

難を極めました。しかし、その困難を克服できたのは、

アスリートのみなさん達の「それでもやりたい」とい

う熱望、これに応えて下さいましたコーチ、数多いボ

ランティア、保護者の存在が、初めての分散型地区大

会の実現を可能にしました。 

すでに来る 10 月 14 日の開催をめざしアスリート

を主座に地区大会を成功させようという波動が様々

な空間に伝わっています。 

なんとすばらしく嬉しいこと 

でしょう。 

アスリートのみなさんが 

これまで練習してきた成果を 

地区大会の中で堂々と示し 

活躍することを心からねがって 

います。 

第１４回 SON・熊本地区大会が開催決定！ 

2017年

7,8月 

H A P 
（ヘルシーアスリートプログラム） 

開会式終了後に 

眼科・歯科など 

 が予定されています。 

 

閉 会 式 
2017年 10月 29日（日） 

水泳競技後のため 

開始時間未定 

アクアドーム 
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第 2 回アスリートストーリー発表会 熊本予選会 

5 月 28 日（日）16：00～熊本友の会 友の家においてア
スリートストーリー発表会が開催されました。 
司会は、人吉ブランチの有馬氏が務められ、アスリート代表
の加藤さんの開会宣言で始まりました。 
先ずは前回の優勝者である佐々木健成さんの模範スピー

チの後、6名のアスリートによる発表がありました。皆さん
緊張の面持ちでしたが堂々とした素晴らしい発表でした。 
厳正なる審査の結果、御船ブランチの前田拓海さんが優勝

しました。前田さんは 8 月に愛知県で予定されているナシ
ョナルミーティングでアスリートストーリー発表者候補と
して SON 熊本代表として推薦されます。みんなで応援しま
しょう！ 

熊本ブランチ 吉田 彩さん 
熊本ブランチ  

吉田 昇平さん 御船ブランチ  

前田 拓海さん 

御船ブランチ 菊池 健吾さん 

御船ブランチ 

一圓 舞さん 

御船ブランチ  

田中 礼士さん 

第１6回ＳＯＮ・熊本支援チャリティー茶会 

5月 14日 第 16回チャリティー茶会が泰勝寺跡にて開催されまし
た。晴天に恵まれお越し頂いただいたお客様には抹茶席、裏千家・松
田社中と煎茶席、東阿部流熊本支部のお席を楽しんでいただけたこと
と思います。アスリートも着物姿でお茶やお菓子を運んだりサンキュー
カードをお渡ししてお手伝いしました。また先日 SON・熊本をホテルオ
ークラ JR ハウステンボスで行われた「がんばっています九州」チャリテ
ィー茶会にご招待くださった 総合教育「イクセルシャ」の関係者の
方々が来熊下さり アスリートたちと再会を喜んでいました。 
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蒸し暑い日が続いていますが、みなさん元気にお過ごしでしょうか？

スペシャルオリンピックス日本・熊本では、下記のとおりプログラムを計画しています。

参加希望の方は、下にある必要事項をご記入の上、ハガキかFAXで、下記申込先へお申し込み下さい。

　   ※　ご確認のうえ期日に遅れないようお申込み下さい。プログラムの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。(毎年４月更新)

    　　（※保険未加入での参加はできませんので見学をお願いします※）

　　　　また、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。

　　　　説明会にもってきていただくもの・・・　写真（スナップ可）。

【荒　尾】　陸上 【玉　名】　卓球 【熊　本】　ゴルフ 【熊　本】　水泳（長嶺YMCA） 【熊　本】　水泳（熊本）

期　日

9/2～10/21
(土曜日）全8回

9/30～11/25
(土曜日）全8回

9/3～10/ 8
(日曜日）全7回

9/9～10/29　 ※10/29
地区大会の為2回カウント

(土曜日）全８回

9/3～11/5
(日曜日）全８回

場　所 荒尾市陸上競技場 横島町　ゆとりーむ サンバレーゴルフ練習場 ながみねファミリーYMCA アクアドーム

時　間 10:00～12:00 10:00～12:00 8:30～9:30 16:30～18:15 14:00～16:00

定　員 なし なし 15名 20名 20名

参加費＋会場
負担金

200円/1回 200円/1回 200円＋350円/1回 200円＋200円/1回 200円/1回

説明会
8/25(金)19：00～

荒尾ふれあい福祉セン
ター

8/25(金)19：00～
荒尾ふれあい福祉セン

ター

9/3(日)
サンバレーゴルフ練習場

9/3(日)10：00～
SO事務局

9/2(土）10：00～
SO事務局

申込締切 8/18（金） 9/22（金） 8/18（金） 8/25（金） 8/29（火）

申込み先
田島　光枝　宛
荒尾市宮内785

FAX(0968)63-0388

宮　貴美代　宛
玉名市山田367

FAX(0968)72-4844

SON・熊本事務局
熊本市中央区千葉城町5-

50
熊本メディアビル４F

FAX（096）288-2782

SON・熊本事務局
熊本市中央区千葉城町5-

50
熊本メディアビル４F

FAX（096）288-2782

SON・熊本事務局
熊本市中央区千葉城町5-

50
熊本メディアビル４F

FAX（096）288-2782

ﾁｰﾌｺｰﾁ 鎌田　のり子 岩下　勝巳 緒方　義和 浜崎　三郎 西嶋　昌子

マネージャー 0 0 藤本　恵美子 浜崎　智子 森下　直衛

ｺｰﾁﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 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】　卓球 【熊　本】　バドミントン 【熊　本】　ボウリング
【熊　本】　ユニファイド

サッカー
【熊　本】　サッカー

期　日 9/10～10/29
(日曜日）全８回

9/2～10/28
(土曜日）全８回

9/9～11/18
(土曜日）全8回

9/9～12/2
(土曜日）全9回

9/9～12/2
(土曜日）全9回

場　所 未定 長嶺中体育館 スポラ九品寺 熊大附属特別支援学校 熊大附属特別支援学校

時　間 10:00～12:00 19:30～21:00 19:00～21:00 8:30～10:30 10:30～12:30

定　員 15名 なし 40名 なし なし

参加費＋会場
負担金

200円/1回＋負担金
※

200円/1回
200円/1回＋負担金

※
200円/1回 200円/1回

説明会 9/9(土)19：00～
SO事務局

9/2(土)19：30～
長嶺中体育館

9/6(水)19：00～
SO事務局

9/2(土)13：30～
SO事務局

9/2(土)13：30～
SO事務局

申込締切 8/31(木) 厳守 8/25（金） 8/31（木） 8/26（土） 8/26（土）

申込み先

SON・熊本事務局
熊本市中央区千葉城町5-

50
熊本メディアビル４F

FAX（096）288-2782

SON・熊本事務局
熊本市中央区千葉城町5-

50
熊本メディアビル４F

FAX（096）288-2782

SON・熊本事務局
熊本市中央区千葉城町5-

50
熊本メディアビル４F

FAX（096）288-2782

SON・熊本事務局
熊本市中央区千葉城町5-

50
熊本メディアビル４F

FAX（096）288-2782

SON・熊本事務局
熊本市中央区千葉城町5-

50
熊本メディアビル４F

FAX（096）288-2782

ﾁｰﾌｺｰﾁ 林　健司 山野　秀勝 黒田　雄一郎 永井　崇雄 永井　崇雄

マネージャー 0 0 0 井芹　好美 井芹　好美

ｺｰﾁﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 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

＜裏に続く＞

開
　
催
　
予
　
定
　
プ
　
ロ
　
グ
　
ラ
　
ム

〈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・賛助会員・非会員の別
〈コーチの方〉　　  1．希望プログラム名　　2．氏名（ふりがな）　　3．住所・電話番号　   4.　会員・賛助会員・非会員の別

【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】                                                  2017年          
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【御　船】　フライングディ
スク

【御　船】　バレーボール 【植　木】　陸上 【熊　本】　テニス 【荒　尾】　テニス

期　日
8/19～10/14
(土曜日）全8回

8/19～10/14
(土曜日）全8回

9/3～11/19
(日曜日）

8/5～9/30
(土曜日）全８回

9/3～11/12
(日曜日）全8回

場　所 白旗小学校体育館 白旗小学校体育館 植木文化センター
熊本ローンテニスクラブ

熊本市東区下南部3-2-54
荒尾市テニスコート

時　間 18:00～20:00 18:00～20:00 9:30～11::30 16:00～18:00 10:00～12:00

定　員 なし なし なし なし なし

参加費＋会
場負担金

200円/1回＋負担金※ 200円/1回＋負担金※ 200円/1回
200円＋100円/1回　雨の

時＋α
200円/1回＋負担金※

説明会 プログラム初日 プログラム初日
8/26(土)19：00～

植木文化センター視聴覚室
7/29(土)17：00～18:00

SO事務局
8/25(金)19：00～

荒尾ふれあい福祉センター

申込締切 8/12（土） 8/12（土） 8/23（水） 7/21(金) 8/18（金）

申込み先
川上愛子　宛

御船町滝川1860-3
FAX(096)282-2654

川上愛子　宛
御船町滝川1860-3

FAX(096)282-2654

緒方初美　宛
北区植木町今藤293

FAX096-272-4505

SON・熊本事務局
熊本市中央区千葉城町5-50

熊本メディアビル４F
FAX（096）288-2782

田島 千尋　　宛
荒尾市宮内785

FAX(0968)63-0388

ﾁｰﾌｺｰﾁ 山下　律子 木戸内　富子 中島　裕一郎 池邊　由美子 池邊　由美子

マネージャー 0 0 田畑　公子 0

ｺｰﾁﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 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

現在開催中のプログラム

期　　間 時　　間

1/15～ 第2日曜日
通年実施

10:00～12:00

2/26～11/26
通年実施　全１５回

10:00～12:00

3/19～11/12
（日曜日）全9回

10:00～12:00

2/25～11/24
（金・土曜日）全9回

（金）19:00～21:00
（土）13:３0～15:00

2/26～11/19
（日曜日）全9回

10:00～12:00

2/26～11/19
（日曜日）全9回

8:00～10:00

5/14,28 6/11,25 7/9,23
（日曜日）全6回

10：00～12:00

4/9～11/26
（日曜日）

10：00～12:00

4/9～10/22
（日曜日）

15:00～17:00

4/23～11/26
（日曜日）全8回

10：00～12:00

4/9～11/12
（日曜日）全8回

10：00～12:00

6/11～8/6
（日曜日）全８回

10：00～12:00

6/11～8/6
（日曜日）全８回

13:30～15:30

7/2～8/20
（日曜日）全8回

9：30～11：30

7/16～9/3
（日曜日）全８回

10:00～12:00

7/16～9/24
（日曜日）全10回

10:00～12:00

会　場

【人　吉】　ゴルフ

【ブランチ】種目

【人　吉】　サッカー 高山グラウンド

【人　吉】　バスケットボール 金曜：錦町勤労者体育館
　土曜：旧深田中学校体育館

【小　国】　フロアホッケー 小国支援学校　体育館

熊本クラウンゴルフ倶楽部

【人　吉】　フロアーホッケー

【人　吉】　陸上

【荒　尾】　ボッチャ

【熊　本】　体操

【熊　本】　自転車

【熊　本】　馬術

【水　俣】　水泳

【水　俣】　陸上

【荒　尾】　ボウリング

旧深田中学校体育館

深田小学校グラウンド

荒尾市東宮内公民館

熊本市立体育館（小体育館）

熊本競輪場

夢☆大地グリーンバレー

水俣市総合体育館温水プール

エコパーク水俣陸上競技場

荒尾パスカワールド

【人吉】水泳 B＆G海洋センター

【植　木】　ボッチャ 吉松小学校

【宇城】　水泳 不知火温泉プール

※スポーツプログラムの変更や連絡などについては、随時SON・熊本のホームページに記載していきます。

http://www.son-kumamoto.jp/

※負担金については、説明会でコーチより説明があります。
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スペシャルオリンピックス日本・熊本アスリート会           2017年 7月 7日 

 みんな集まれ！サマーキャンプのご案内                 
アスリート委員長  藤本 豊 

アスリート担当 黒田 雄一郎 
 毎日暑い日が続いています。それぞれの職場、学校、そして SOのプログラムでみなさんがん

ばっていることと思います。 

 さてアスリート会では、本年度下記の通り山都町の丸山ハイランドでサマーキャンプを実施す

ることとなりました。アスリート、ファミリー、ボランティアのみなさんの参加をよろしくお願

いいたします。 

記 

１ 日 時    2017年 8月 19 日(土)～20日(日) 1泊 2日 

２ 場 所   上益城郡山都町 丸山ハイランド ふれ愛館               

〒８６１－３５０３ 上益城郡山都町下名連石(しもなれいし)４－１ 

℡０９６７－７６－０４３６                            

３ 費 用   アスリート 3000円 ファミリー、ボランティア 3000円 

内訳は、宿泊費 1500円、3食(夕食、朝食、昼食)1500円です。 

費用は当日準備お願いします。丸山ハイランドまでの交通費も各自負担です。    

４ 日 程   

 

 

 

 

 

☆活動内容はアスリート会で話し合って決めます。 

☆宿泊は丸山ハイランドの建物内でします。 

５ 参加申し込み 下記の申込書を8月７日迄に事務局へ提出、又はファックスをして下さい。                         

事務局  FAX096-288-2782 

６ 持ってくるもの ①着替えなどキャンプ生活に必要なもの。朝晩は冷え込むので上着も必要。 

②動きやすい服装、はきなれた靴で参加してください。 

③当日の欠席は必ず事務局へ連絡してください。 

７ 問い合わせ先 事務局 TEL096-288-2781   アスリート担当黒田 090-4347-8487まで 

8 月 19 日(土) 

15：00 丸山ハイランドふれあい館集合 

はじめの会、 

日程説明  

活動①夕食づくり  

18：00 夕食、片付け 

19：30 活動②レクレーション    

21：30 就寝準備   

22：00 就寝 

 

8 月 20 日(日)                     

6：30 起床、朝の集い   

7：00 朝食準備   

8：00 朝食、片付け 

9：30 活動③   

11：30 昼食準備   

12：00 昼食、片付け   

13：00 終わりの会 

13：30 現地解散予定   
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スペシャルオリンピックス日本・熊本アスリート会          2017年 7月 7日 

みんな集まれ！サマーキャンプ申込用紙 

       ファックス番号 ０９６－２８８－２７８２                                     アスリート用 

 所属ブランチ名 名  前 連絡先 食アレルギー 

     

     

     

     

ファミリー・ボランティア用 

 所属ブランチ名 名  前 連絡先 ボランティア内容（該当に○） 

１    ・車での送迎   ・宿泊  

・食事その他 

２    ・車での送迎   ・宿泊  

・食事その他 

３    ・車での送迎   ・宿泊  

・食事その他 

４    ・車での送迎   ・宿泊  

・食事その他 

提出期限 8月 7日 
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７ 

    

 

 熊本県立高等技術専門校“販売実務科” 
 

知的障がいのある方を対象とした職業訓練「販売実務科」のオ
ープンキャンパスを下記の要領で開催します。 

 
記 

 １ 期 日 平成２９年８月４日（金曜日）午前１０時～１２時 
（受付は午前９時３０から行います。） 

 

※「販売実務科：第２回オープンキャンパス」は、１２月 6 日（水）に

予定しています。 

 

 ２ 場 所 熊本県立高等技術専門校（本館２階） 
視聴覚教室、販売実務科教室及び実習室 

 

 ３ 日 程（予定） 
日程及び訓練内容などの説明 １０：００～１０：３０

訓練体験 １０：３０～１１：５０ 

・商品のピッキング作業 

・ティッシュの袋詰め 

※体験実習を希望される方は、事前に申込みが必要です。 

質疑応答、アンケート記入 １１：５０～１２：００ 
 

 ４ 対象者 
中学生以上の方であればどなたでも参加できます。 

・特別支援学校、中学校、高等学校在籍の方又は卒業された方 

・受験希望者の保護者、学校・障がい者支援施設の関係者など 

※販売実務科の入校対象者は、軽度の知的障がい者で、療育手帳所持者又は公的機

関で判定を受けた方になります。 

 

 ５ 注意事項 
室内履き（シューズ又はスリッパ等）及び筆記用具を持参してください。 

  

 

 
 

多数の御参加をお待ちしております！ 
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８ 

参加の申し込みについて 

 

 申込の締切日 平成 2９年７月２８日（金曜日） 
 

第１回オープンキャンパス 参加申込書 

 

 

 

 

 

 

 

※ 体験実習参加者多数の場合は、希望に添えない場合もあります。

申込みに伴い提出された個人情報は、 

参加受付及び開催変更の御連絡以外に使

用することはありません。 

また、取得した個人情報については、

法令その他の規定に基づき、本校におい

て適切に管理します。 

 

ｺﾏｰｼｬﾙ動画 

ＱＲコード 

 
 

参加を希望される方は、参加申込書に必要事項を御記入のうえ、ファック

ス、電話又はメールにてお申し込みください。 

○ファクシミリの場合 FAX 番号：096-378-0122 

○電話の場合 TEL 番 号 ：096-378-0121 

○メールの場合 ：kumamotokoukun28@pref.kumamoto.lg.jp 

高等技術専門校 販売実務科 

－お問い合わせ先－ 

熊本県立高等技術専門校（熊本市南区幸田１-４-１） 
販売実務科 電話番号：０９６－３７８－０１２１ 

案内及び参加申込書は、

高等技術専門校のホームペ

ージで取得できます。 

検索ワード「熊本県立高

等技術専門校」を入力して

ください。 

申込代表者氏名（ ） 電話 （ ） － 

所属名 氏 名 ○で囲んでください。 体験実習 

  
本人・保護者・関係者 参加・見学 

  
本人・保護者・関係者 参加・見学 

  
本人・保護者・関係者 参加・見学 

  
本人・保護者・関係者 参加・見学 
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９ 

 

  送付資料をよくご覧の上、〆切厳守でお申し込みください  

1．大会要項 

  

 2．アスリート参加申込書   各所属ブランチへお申込み下さい。 

申込〆切 : 8月 21日(月) 

 

※各ブランチ担当の方はエントリーシートに取りまとめて 9月 1日（金）

までにＳＯＮ・熊本事務局へ提出をお願いします。 

 

 

3．開会式のご案内      ＳＯＮ・熊本事務局へ直接お申込み 

下さい。 

申込〆切 : 9月 20日（水） 

  

4．ボランティア参加申込書  ＳＯＮ・熊本事務局へ直接お申込み 

下さい。 

申込〆切 : 9月 20日（水） 

 

 5．広告・協賛のお願い  ＳＯＮ・熊本事務局へ直接お申込み下 

さい。 

申込〆切 : 9月 5日（火） 

 

 

第 14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 

2017年第 14回 SON・熊本地区大会 



 

 

  

 

                          

2017 年 第 14 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 

「 地域の絆で 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  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  2017 年第 14 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  期  日  2017 年 10 月 14 日（土）～11 月   開会式：10 月 14 日（土）  
 
５  会  場  熊本学園大学高橋記念ホール（開会式）、熊本学園大学テニスコート、大江小学校、

白川中学校、慶誠高校ほか 
 

６  実施競技及び実施種目 

競 技 個人・団体  種   目 

サッカー 
個人種目  個人技能競技  

団体種目  5 人制チーム競技  

テニス 個人種目  ダブルス/個人技能競技 

ボッチャ 
個人種目  個人技能競技 シングルス/ダブルス 

団体種目  4 人制チーム競技 

ボウリング 個人種目  シングルス 

自転車  個人種目  クリテリウム／タイムトライアル 

フライングディスク 個人種目  ディスタンス／アキュラシー 

ゴルフ 
個人種目 個人技能競技 / 個人ストロークプレイ競技 

団体種目  オルタネートショットプレイ 

馬  術  個人種目  ウエスタン・トレイル 

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 団体種目  ﾕﾆﾌｧｲﾄﾞ 6 人制チーム競技  

水  泳  
個人種目  

水中歩行、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、50ｍ背泳ぎ、50m バタフライ  

団体種目  4×25m フリーリレー  

陸上  未定  

※ 参加可能種目  

・サッカー競技は 1 種目まで  

・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。）  

 



 

 

７  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登録し、競技会当日現在で 8 歳以上であること。 
② 2016 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 20
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 2016 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。 
 

８  参加競技数  

参加できる競技数は 1 日 1 競技。 10/14.15.29 の 3 日間を通して 2 競技まで。追加となった

11 月実施予定の陸上競技につては、別枠で参加可能。 

 

９  競技開催期日及び会場                   ※時間の変更がある場合があります 

競技 期日 会    場 

サッカー 10 月 14 日（土）12：40~16：30 慶誠高校グランド 

テニス 10 月 14 日（土）13：30~16：00 熊本学園大学テニスコート 

ボッチャ 10 月 15 日（日） 9：20~12：00 大江小学校運動場（雨天：同体育館） 

ボウリング 10 月 15 日（日）10：00~12：45 namco ワンダーシティ南熊本 

自転車 10 月 15 日（日） 9：15~14：00 熊本競輪場  

フライングディスク 10 月 15 日（日）13：20~16：00 白川中学校運動場（雨天：大江小体育館） 

ゴルフ 10 月 29 日（日）13：00~17：20 熊本空港カントリークラブ 

馬 術 10 月 29 日（日） 9：15~15：30 夢☆大地グリーンバレー 

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 10 月 29 日（日） 9：30~12：30 荒尾市体育センター 

水  泳 10 月 29 日（日）10：10~16：30 アクアドーム 

陸  上  未  定  未 定 

 
１０  参加人数（予定）   2,000 人（選手団 500 人、競技・運営 500 人、ボランティア 1,000 人） 
 
１１  参加費  熊本選手団（アスリート、コーチ） １競技につき 500 円 
           他地区選手団（アスリート・コーチ）1 競技につき 1,000 円 
 
12  他地区招待競技  
      サッカー競技、馬術競技への参加を呼びかける。 
      参加資格等は、SON・熊本選手団と同様とする。 
 
１3  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  
熊本日日新聞、NHK 熊本放送局 RKK、KAB、KKT、TKU、エフエム熊本 ほか 

 
１４  参加申込方法  
    各ブランチに申込       8 月 21 日（月）〆切 
    各ブランチごとにまとめて事務局へ   9 月 1 日（金）〆切 
 
１５  問い合わせ先  

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  

TEL/096-288-2781 FAX/096-288-2782 E-mail/so-nkuma@ceres.ocn.ne.jp 
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2017 年 第 14 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、コーチ、パートナー）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 

                                

所属ブランチ   SON･熊本 （         ）ブランチ 

 

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。 

期 日 

 

競  技 

（参加する競技に○をつける） 

種  目 
（アスリートは参加する種目も○でかこむ） 

10/14 
サッカー競技  個人技能競技／ 5 人制チーム競技 

テニス競技  ダブルス／個人技能競技 

10/15 

ボッチヤ競技  個人技能競技／シングルス／ダブルス／４人制チーム競技 

ボウリング競技  シングルス 

自転車競技  クリテリウム／タイムトライアル 

フライングディスク競技  ディスタンス／アキュラシー 

  

10/29 

ゴルフ競技 
 個人技能競技／個人ストロークプレイ競技 

 オルタネートショットプレイ 

馬術競技  ウエスタン・トレイル 

バレーボール競技  ユニファイド 6 人制チーム競技 

水泳競技  

水中歩行、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、50ｍ背泳ぎ、50ｍバタフライ 

4×25ｍフリーリレー 

11 月中 

 
陸上競技  未定 

 

 

【注意事項】 
・サッカー競技は 1 種目まで 

・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。） 

 

 

 

参加区分 

（いずれかに○） 
 

・アスリート 

・コーチ 

・パートナー 

 

地区大会用 
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≪競技会場一覧≫ 

 

期日 競技 会場 

10/14 
サッカー競技 慶誠高校グラウンド 

テニス競技 熊本学園大学テニスコート（雨天：開新高校） 

10/15 

ボッチヤ競技 大江小学校グラウンド（雨天：同体育館） 

ボウリング競技 namco ワンダーシティ南熊本 

自転車競技 熊本競輪場 

フライングディスク競技 白川中学校運動場（雨天：大江小体育館） 

10/29 

ゴルフ競技 熊本空港カントリークラブ 

馬術競技 夢☆大地グリーンバレー 

バレーボール競技 荒尾市体育センター 

水泳 アクアドーム 

11 月中 陸上競技 未定 

 

 

 

※申込は、所属ブランチ宛に 8月 21日(月)までに提出してください。 

 

 

ブランチ 宛 名 〒 住 所 ＦＡＸ 

熊 本 SON･熊本 860-0001 
熊本市中央区千葉城町 5-50 

熊本ﾒﾃﾞｨｱﾋﾞﾙ 4F 
096-288-2782 

荒 尾 田島 千尋 864-0000 荒尾市宮内 785 0968-63-0388 

御 船 川上愛子 861-3205 上益城郡御船町滝川 1860-3 096-282-2654 

八 代 松本朗 866-0871 八代市田中東町 7-11-2 0965-33-3202 

玉 名 宮 貴美代 865-0066 玉名市山田 367 0968-72-4844 

宇 城 松岡喜美子 869-0511 宇城市松橋町曲野 2449-1 0964-33-6487 

天 草 SON･熊本 860-0001 
熊本市中央区千葉城町 5-50 

熊本ﾒﾃﾞｨｱﾋﾞﾙ 4F 
096-288-2782 

水 俣 柿本英行 867-0011 水俣市陣内 2-15-10 0966-63-6904 

植 木 緒方初美 861-0104 熊本市北区植木町今藤 293 096-272-4505 

小 国 坂田英之 869-2400 阿蘇郡小国町宮原 1755-3 090-9604-6308 

人 吉 有馬理奈 868-0086 人吉市原田町 529-1 090-4512-8998 
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2017 年第14 回スペシャルオリンピックス日本・熊本地区大会  

   
 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                        

記 

日 時      2017年 10月  14日（ 土 ）10:30～13:00 

    会 場       熊本学園大学高橋記念ホール  

熊本市中央区大江２丁目 5-1℡：096-364-5161 

開 会 式  10:30～11：45 

交 流 会    12：00～13：00（ランチタイム）みんなで一緒にお弁当を食べます。 

   交流会会費  500円 
         

 

 

申込締切    9月 20日（水）   ※下記申込書をファックス下さい 

問い合わせ先   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 
                 〒860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 熊本メディアビル４F 
                    Tel 096-288-2781  Fax 096-288-2782 
      
   
 

代表者連絡先：                 （できるだけ、携帯番号を記入ください。） 

※各ブランチ・各地区で取りまとめでの申し込みは、上記内容を明記の上、別紙でも構いません。 

該当するものに○ 氏名 住所 該当するものに○ 

開会式 

参加 

交流会 

参加 

会員の別 

ｱｽﾘｰﾄ・ｺｰﾁ・ﾌｧﾐﾘｰ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 
    会員・賛助会員 

非会員 

ｱｽﾘｰﾄ・ｺｰﾁ・ﾌｧﾐﾘｰ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 
    会員・賛助会員 

非会員 

ｱｽﾘｰﾄ・ｺｰﾁ・ﾌｧﾐﾘｰ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 
    会員・賛助会員 

非会員 

ｱｽﾘｰﾄ・ｺｰﾁ・ﾌｧﾐﾘｰ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 
    会員・賛助会員 

非会員 

 開会式・交流会参加申込書  fax:096-288-2782 

 

   
ＳＯＮ・熊本では本年度の地区大会開会式を 10月 14日（土）に開催します。 

今年の地区大会のテーマは、『地域の絆（きずな）で 輝け！アスリート！』です。熊本県内のブランチか

ら多くのアスリートが大集合します。開会式では、アスリート・コーチ・ファミリー・ボランティアが 

ひとつになって、触れ合い、楽しみましょう。そして、皆さんのパワーで私たちの熊本を、地域の皆さんと

深い絆でつなぎましょう！ 

また、10 月 14 日(土)から 11 月中旬まで開催される各競技大会は、日頃のプログラムの成果を発表する機

会です。たくさんの地域の方々にも、頑張る姿を見て頂きましょう!! 

なお、開会式は大会に出場しないアスリートも参加できます。多くの皆さんのご参加を、心からお待ちし

ています。 

※午後からの競技に参加するサッカー・テニスのアスリート及びコーチは、 

大会参加費の中にお弁当代は含まれていますので、交流会費の支払いは不要です。 
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2017 年第 14 回スペシャルオリンピックス日本・熊本地区大会 

ファミリー・ボランティア個人参加申込書 （兼 弁当注文表） 

ふりがな  ℡  

お名前  fax  

ご住所 
〒 

Email 
 

 

性別  年齢  所属  会員・ 賛助会員・ 非会員 

ご記入いただいた個人情報は、本大会及び SON・熊本のボランティア管理の目的のみに使用します。 

※ グループで申し込みを希望される場合は、別途事務局にお問い合わせください。 

※ お弁当は 1 個 500 円です。 

※ 申込は、郵送又は、fax でお願いします。     申込〆切期限 ： 9 月 20 日（水）厳守 

※ 11 月に行われる陸上については、後日ボランティア申し込み、弁当注文を行います。 
 

 

＜申込＞ 

※種目名の欄には希望する種目名をお書きください。 

※区分の欄には該当するものに〇をお付けください。 

※弁当注文数の欄には数字を記入ください。 

※ボランティア説明会にて各競技のボランティア内容の説明を行いますので必ずご出席ください。 

      10 月 7 日(土)  13:30 ~ 15:30   

※会場等詳細については、次号にてお知らせします 

     お問い合わせ／提出先 ： 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 

〒860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 熊本メディアビル 4F TEL/096-288-2781 FAX/096-288-2782  

期  日 項 目 会場 時  間 

10 月 14 日（土） 

サッカー 
慶誠高校グラウンド 

10：30～18：00 

テニス 
熊本学園大学テニスコート 

11：30～17：00 

10 月 15 日（日） 

ボッチヤ 
大江小学校グラウンド（雨天時；同体育館） 

8：30～12：30 

ボウリング 
namco ワンダーシティ南熊本 

9：00～13：00 

自転車 
熊本競輪場 

7：30～14：30 

フライング 

ディスク 白川中学校運動場（雨天時：大江小体育館） 
12：30～16：30 

10 月 29 日（日） 

ゴルフ 熊本空港カントリークラブ 11：00～17：30 

馬術 夢☆大地グリーンバレー 8：00～16：00 

バレーボール 荒尾市体育センター 8：30～13：00 

水泳 アクアドーム 8：00～17：30 

期日 種目名 

区分 

弁当注文数 一般ボランティ

ア 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱをする

ファミリー 

応援のみのファ

ミリー 

10/14      

10/15      

10/29      
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「2017年第 14回スペシャルオリンピックス日本・熊本 地区大会」 

広告・協賛等のお願い 

 

謹啓  ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素よりスペシャルオリンピックス(ＳＯ)

活動に格別のご支援ご協力をたまわり、心より感謝申し上げます。 

 

ご承知の通り、ＳＯは、知的障がいのある人たち(アスリート)に日常的なスポーツプログラムと

その発表の場である競技会を提供し、彼らの自立と社会参加を支援するボランティア活動です。国

際本部は米・ワシントン D.C.にあり､世界 170 ヵ国で 400 万人のアスリートが参加、100 万人を超

えるボランティアが活動を支えています。 

 

日本では熊本県をはじめとする 47 都道府県すべてに地区組織が設立され、全国で 7,800 人以上

のアスリートと 11,000人以上のボランティアが参加しています。県内では、熊本市や荒尾、御船、

八代、玉名、宇城、水俣、植木、小国、人吉で、陸上や水泳、ボウリングなど 19 のスポーツプロ

グラムを定期的に実施し、地元に住む大勢のアスリートがボランティアと一緒に楽しくトレーニン

グに励んでいます。 

 

昨年は熊本地震により多くの練習会場が被災し、十分なトレーニングが出来なかった中の開催で

した。しかし、この大会で仲間と再会し、元気を取り戻して、持てるだけの力を出し切って皆様の

前で練習の成果を発表することが出来ました。今年もたくさんのボランティアの方々にも参加して

頂き、アスリートとともに感動を共有しあえるすばらしい大会にしたいと考えています。 

   

つきましては、大会趣旨をご賢察のうえ、ぜひともご支援をたまわりますようお願い申し上げま

す。                                   

 謹白 

2017 年 7 月 

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 

                          理事長  潮谷 義子 

 

 

大会事務局：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 

〒860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 熊本メディアビル４F 

Tel 096（288）2781  Fax 096 (288)2782 

E-mail so-nkuma@ceres.ocn.ne.jp   http://www.son-kumamoto.jp 
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「2017年第 14回スペシャルオリンピックス日本・熊本地区大会」 

大会プログラム広告枠および料金 

 

 

１、Ａ枠(B5サイズ 1ページ分、横 15.2㎝×縦 22.6㎝)     ￥ 30,000 

２、Ｂ枠(B5サイズ 2分の 1ページ分、横 15.2㎝×縦 11.2㎝)  ￥ 20,000 

３、Ｃ枠(B5サイズ 4分の 1ページ分、横 15.2㎝×縦 5.5㎝)  ￥ 10,000 

４、Ｄ枠(B5サイズ 8分の 1ページ分、横 7.6cm×縦 5.5cm)      \  5,000 

※いずれもモノクロとさせていただきます。 

 

                              ※Ｃ枠はこの大きさです 

    Ｃ枠(B5サイズ 4分の 1ページ分、横 15.2㎝×縦 5.5㎝)  ￥ 10,000 

 

 

 

※Ｄ枠 

  B5サイズ 8分の 1ページ分、 

  横 7.6cm×縦 5.5cm  \ 5,000 

 

 

 

 

※Ｂ枠はこの大きさです 

 

Ｂ枠(B5サイズ 2分の 1ページ分、横 15.2㎝×縦 11.2㎝)  ￥ 20,000 

 

 

 

※Ａ枠はこの枠の 2倍強(B5 ｻｲｽﾞ１㌻分横 15.2㎝×縦 22.6㎝、￥30,000)にな

ります。 

 

 

※Ａ～Ｄ枠のいずれもモノクロですが、広告内容、表現に制約はありません。 

 

 

 

※広告の原稿につきましては、9月 5日(火)までにいただければ幸甚に存じます。 
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スペシャルオリンピックス日本・熊本 行き Fax：096-288-2782 
2017年第 14回スペシャルオリンピックス日本・熊本地区大会開催に際し 

下記の協力をいたします。 

 

□ 広告  熊本地区大会プログラム広告 

        （広告申込確認後、ご請求書をお送りいたします） 

      □ Ａ枠 １ページ   3万円      □ Ｂ枠 1/2ページ 2万円  

      □ Ｃ枠 １/４ページ  １万円       □ Ｄ枠 1/8ページ 5千円 

 

□ お振込   ①肥後銀行 上通支店 普通 1450959         

                   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 

                  理事長 潮谷 義子 

     

□ 協賛金（1口 1,000円） （    ）口  ご入金予定日：   月   日 

       □ 事務局へ直接持参 

       □ お振込   ①肥後銀行 上通支店 普通 1450959         

                   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 

                  理事長 潮谷 義子 

                               

□ ボランティア派遣       （    ）人 

   □ その他の援助   （                    ）   

    

 2017年   月   日 

 

   貴組織・団体名：                     

 

   ご担当者お名前：                     

 

       お役職：                     

 

       ご住所：                                  

 

      ご連絡先：                     

 

       E-Mail：                          

恐れ入りますが、9月 5日(火)までにお返事をいただければ幸いです。 

 

 

スペシャルオリンピックス日本・熊本では、随時会員を募集しています。主な活動費は会員、 

賛助会員の会費、個人・団体からの寄付などでまかなっております。 

尚、会員の種別は下記のとおりです。 

      ◎会  員（団体・個人ともに年会費 1口 5千円） 

          ※以上、総会決議権のある会員です。 

      ◎賛助会員（団体年会費 1口 1万円、個人年会費 1口 3千円） 
 

大会事務局：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 

〒860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 熊本メディアビル４F 

Tel 096（288）2781  Fax 096 (288)2782 

E-mail so-nkuma@ceres.ocn.ne.jp   http://www.son-kumamoto.jp 
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 コーチクリニックを

受講した人にはト

レーナーより当該

競技の修了書が

授与されます。 

2017第２回 SON・山口 

自転車競技会 

 

コーチクリニック 
 

今年度３回目となるコーチクリニックを初めて宇城市で開催しました。

現在宇城ブランチには３５名ほどのアスリートが登録をしていますが、

指導をするコーチが不足している為、コーチの育成が即急の課題とな

っていました。今回の陸上と水泳競技のコーチクリニックには宮崎市

からの参加者３名を含む約４０名の参加がありました。 

 午前中は「ゼネラルオリエンテーション」と「アスリート理解」の講義

があり、参加者からは「涙がでました。今日は来てよかった。」という感

想も聞かれました。 

←宇城市不知火公民館にて 

陸上 水泳 

SON・山口地区大会 第２回自転車競技会に参加して        

平成 29年 5月 14日(日) 

山陽オートレース場(山口県山陽小野田市) 

熊本ブランチ村上和康さん、岡村圭祐さん、荒尾ブランチ

工藤利博さん、橋本義喜さんの 4 名、桑嶋、明瀬のコーチ

2名、ファミリー4名で参加しました。会場はバイクのレース

が行われているため、平坦でカーブも緩やかで走りやすい

コースでした。少し風がありましたが、天気も良く、皆いつ

もよりペダルを漕ぐ足に力が入っていました。初めて大会

に参加した岡村さんは「疲れたけど楽しかった」と。 

次は熊本地区大会を盛り上げましょう！ 

6 月 4日（日） 宇城地区 

不知火体育館 不知火温泉プール 

 

 

 

～新潟県北辰小学校を訪ねて～ 

 全国大会、地震見舞い、世界大会合宿と大変お

世話になった北辰小学校に、感謝の気持ちを伝え

たいと思い訪ねた。お米と見舞いの手紙送ってくれ

た６年生を前に、お礼を言い吉田さんが作って下さ

った DVD を見てもらった。昨日お礼の手紙を受け

取り、感激している。「アスリートの懸命に生きる姿

から努力することの素晴らしさや仲間を信じて支え

合うことの大切さを感じている」という校長先生の言

葉も身に沁みた。 

     （緒方 初美） 

 

新 潟 訪 問

 
 

コーチクリニックを

受講した人にはト

レーナーより当該

競技の修了書が

授与されます。 

 

スタート時のフォ

ームとルールにつ

いての指導があり

ました。皆さん、真

剣な表情です！ 
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2017年度入会・会員継続ありがとうございます（2017年 5/1～6/２２受付分 敬称略 順不同）  
【個人会員】 
小堀富夫 中道亜由美 津川さやか 牧野綾 石井美代子 毛利秀士 毛利ラン子 毛利元 池邊由美子 坂口洋子 

西浦健輔 開田耕 髙木芽久美 髙永寿子 松本富子 藤田真輝 銅城ひとみ 銅城裕明 井上桂惟子 猪﨑貴美 

宮﨑歩美 土井尚典 野間晴美 中神宏 川村隼 

【個人賛助会員】 
中道一穂 川原翼 津川ミズ子 牧野光祐 古田壤 中村淳子 中村美理 緒方ルミ子 入田博子 入田ヒデ子 

坂口隆幸 本田敦子 開田康太 髙木大樹 髙永悦子 瑞穂信也 高尾洋子 金井正俊 生田義和 糸永歌代子 

谷口知久 猪﨑美佳子 宮﨑大樹 宮部ヒロ子 境忠利 

ご寄付等有難うございます（2017年 5/1～6/２２受付分 順不同） 
中道亜由美 牧野綾 手風琴笑ごまの会後藤昌代 大久保孝子 宮貴美代 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

日 曜日 2017 年 7 月の行事予定 

8 土 アスリート会 

16 日 宮崎アスリート会 来熊 

日 曜日 2017 年８月の行事予定 

 19・20 日 丸山ハイランド サマーキャンプ 

19 土 植木ブランチ 10 周年記念行事 

※常務理事会・合同委員会・ＳＰ委員会常時開催 

QSK NEWS LETTER  らぽーる 

  発   行  ： 九州障害者定期刊行物協会 

    福岡市中央区天神 1-16-1 毎日福岡会館７F 

  編   集  ： スペシャルオリンピックス日本・熊本 

  編 集 日  ： 2017 年 7 月 7 日 

  編集ｽﾀｯﾌ  ： SON・熊本広報委員会 

  定   価  ： 100 円（代金は会費に含まれています） 

「らぽーる」をカラ―でご覧いただけます。 

  
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 

 

 
 
 
 
 

 
レジ近くに設置してある SON・熊本のボックスに
イエローレシートを入れると、合計の１％をギフ
トカードで寄贈されます。毎年 2 万円くらい頂い
て、いろいろな活動に役立てています。 
また、年 2回 PRのチャンスがあります。今回は、

6 月 11 日に橋本 義喜君とお母さん（玉名）・北
本 藍人君とお母さん（熊本）が参加なさいました。 

 

  

 
７，８月号内容 

・地区大会開催あいさつ ・チャリティー茶会報告 

・第２回アスリートストーリー予選会 

・スポーツプログラム ・サマーキャンプ案内 

・オープンキャンパスのご案内 

・地区大会要項関連 ・コーチクリニック 

・山口自転車競技会報告 ・新潟訪問報告など 

 

 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 

 〒860-0001 

熊本市中央区千葉城町5-50 熊本ﾒﾃﾞｨｱﾋﾞﾙ4F 

  Tel : 096-288-2781／ Fax : 096-288-2782 

E-mail : so-nkuma@ceres.ocn.ne.jp              

第 14 回 SON・熊本地区大会実行委員会立上げ 
        （6 月 24 日 SON・熊本事務局） 

 
第一回地区大会実行委員会を開催しました。 

今年のテーマでもある「地域の絆（きずな）で 輝け
アスリート!!」のとおり、大江校区の鳥崎一朗自治会
長も参加され、地域と一体となって地区大会を盛り上
げていきましょう！との言葉で実行委員会がスター
トしました。また、実行委員会のメンバーや組織・仕
事の内容の確認・予算・ボランティア募集などについ
ての話し合いがなされました。 
次回は、7 月 18 日（火）19 時から事務局であります。  

 

ブランチ会報告 （6 月 24 日 SON・熊本事務局） 
参加ブランチ：荒尾・植木・玉名・水俣・人吉・熊本・天草 

 

①各ブランチの係り分担について 
②今年度変更になったプログラム参加費用について 
③新規会費必要書類について 
④参加同意書・プログラム・コーチクリニック・活動
報告・会計報告等について 
 久し振りの開催となったブランチ会でしたが、活発
な意見が出されました。特に遠くから参加なさったブ
ランチ長は、定期的に開催して欲しいとの声が上がっ
ていました。   （ブランチ委員長：田島 光枝） 

 
 

 

 

世界大会報告に熊本市長を表敬訪問してきました。
吉田 彩さんのメダルを触っていただき、緒方 愛さん
が書いてきた 
手紙を読んで受け 
取っていただきまし 
た。「復興に向けて頑 
張っている人たちへ 
の勇気をいただきま 
した」とお礼を市長 
は言われました。 

熊本市長表敬訪問 世界大会報告 

5/17（水） 

 

イエローレシートキャンペーン 
をご存知ですか？ 

～毎月 11日にイオンモール熊本店（嘉島町）で 

行われているキャンペーン～ 


