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1      印刷は富士ゼロックス熊本㈱様のご協力を頂きました 

     

2018夏季ＮＧ愛知 現地説明会報告 

 4 月 21,22 日の 2 日間、江口コーチと共に熊本代表で現地説明会に行き、いくつかの競技会場、また宿泊

施設の見学もしてきたところです。アスリートが、日ごろのプログラムの成果を力いっぱい、心いっぱい発

揮できる競技会場を確認することができました。       熊本ブランチ 水泳コーチ 森下直衞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
サッカー 豊田市 

トヨタスポーツセンター 

陸上競技場 

ボウリング 名古屋市 名古屋グランドボウル 体操競技 豊田市 
スカイホール豊田 

サブホール 

ゴルフ 名古屋市 鳴海カントリークラブ 卓球 豊田市 
トヨタスポーツセンター  

第一体育館 

テニス 名古屋市 東山公園テニスセンター 
バレー 
ボール 

刈谷市 
刈谷市総合運動公園  

ウイングアリーナ刈谷メインアリーナ 

陸上競技 名古屋市 パロマ瑞穂スタジアム 競泳 日進市 
愛知学院大学 

AGUスポーツセンター 

 

 

開催期間 2018 年 9 月 22 日(土)～2４日(月・祝日) 3 日間 

           22 日(土)   開会式(会場：日本ガイシホール) 

           23 日(日)   競技予選/ディビジョニング(会場：各競技会場) 

           24 日(月・祝) 競技決勝/表彰(会場：各競技会場) 

                                   閉会式(会場：名古屋国際会議場 センチュリーホール) 

競   泳   桑畑 宣雄・糸山 誠悟・前田 拓海・紫垣 千代子      ゴルフ 右田 哲治 

体操競技   山長 奨・山長 誠・浦上 佳乃・山長 由佳            テニス 田畑 周平・池上 裕樹 

卓   球   関 貴弘・白石 大輔・青木 菜美                                                       

陸上競技    倉本 英幸・西木 海仁・松本 めばえ・平山 めぐみ・中原 由貴 

ボウリング   淵上 真吾・岡﨑 智幸・吉田 彩                                                           

バレーボール 宮崎 真治・江崎 勇・兒島 琢也・田中 礼士・高木 健次・大宅 杏佳・本田 香織 

サッカー    緒方 駿・田端 映規・北本 藍人・開 雅偉・吉野 楓芽・井澤 強太・西郡 隆雄・緒方 憂斗 

  

参加アスリート 

2018 年 

5,6 月 

＜ナショナルゲーム出場選手団とともに＞ 

今回のテーマは、『超える歓び。』熊本の参加アスリートも自身への挑戦を通し、多くのことを経験し

て大きな歓びを感じられることでしょう。潮谷義子団長率いる 61 名の熊本選手団の更なる活躍にご期待下

さい！笑顔で出発して、元気に帰ってまいります。     （2018 夏季ＮＧ副団長 萩嶺淨円） 

 

競 技 会 場 
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3 月 11 日（日）、「スケートを全開で楽しむ！」をテ
ーマに、菊陽アスパスケートリンクにて、スケートの
体験会が行われました。 
夜の時間帯ではありましたが、アスリート８名が参

加しました。貸し切りのリンクを思いきり使い、マン
ツーマンのコーチングを受けて１時間の練習。最後に
は、アスリートそれぞれが、練習の成果を他の参加者
や保護者の前で発表しました。アスリートは照れなが
らも、終わったときには笑顔がみられ、ガッツポーズ
も出て、達成感を感じていたようです。見守る皆さん
も歓喜に沸き、大変盛り上がりました。地震によりプ
ログラム会場がしばらくの間使えなくなり、当時のプ
ログラムに参加していたアスリートの興味やモチベー
ションを失わないよう、昨年・今年と開催しました。
２年連続の参加者もあり、プログラム再開にむけて、
アスリート・コーチともにエンジンがかかったようで
す。            （コーチ 小崎 光男） 
 

4 月 22 日びぷれす広場にてチャリティーバザーを開催しました。好天に恵まれ本当に多くのお客
様にご来場いただき無事終了したことをご報告致します。 
入会 4 年目まだ SOの活動もよく理解出来ずバザー長になり 3か月、開催出来るかという不安を感

じつつ昨年度のスケジュールに沿って動き続けました。多くのファミリーのご協力と多方面からの
御支援を頂いたからこそ最後までやり遂げることが出来ました。また、バザーの活動を行う中でお
金(資金)を得ること、皆さまに SO を知っていただくことの大切さを知ることが出来たことを有り難
く思います。バザーの収益金は全額 SO に寄付されます。アスリートが楽しく活動を行うことが出来
ると、嬉しくまた、ありがたいと感じられる機会でした。最後に皆様のご支援とご協力に本当に感
謝申し上げます。                     バザー委員長 山本 緑 
                                                             

SON ・熊本支援チャリティーバザー

2018 

 

 

楽しい！お客さんが
いっぱい来てくれるか
ら嬉しいです。  

アスリート  
永田鈴夏さん 

 

ボランティアは初めてで
したが、やりがいがあって
楽しいです。 
真和高校 本田典子さん 

 

４月２１日(土) 山陽小野田市の山陽オート
レース場で 2018 年 SON・山口自転車競技会
が開かれました。熊本からは中村伊織さん、
工藤利博さん、岡村圭祐さんの三名が参加し
ました。山口、広島、熊本のアスリートとパ
ートナー総勢 33 名の参加で、タイムトライア
ルとロードレースで競い合いました。 

岡村さん、中村さんは金メダル、工藤さん
は銅メダルを獲得しました。普段のトレーニ
ングの成果を十分に発揮できたと思います。 

他県のアスリートとも親交を深めた競技会
でした。               (コーチ 明瀬 敬二) 

 

くまにちすぱいすに掲載されました。 
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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】　　　　         　　     　　　

     　青葉繁れるすがすがしい季節になりました。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、かき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）

3

2018

人吉事務局

6／23（土）18：00～

かがやき館

5/18（金）

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

プログラム初日

（日曜日）全8回

あさぎり町B&G海洋センタープール

10：00～12：00

6/24～8/26

緒方　初美 松岡　喜美子　宛 松本　朗　　宛

6/17（日）　9：30～

サンライフ八代（予定）

なし

開
　
催
　
予
　
定
　
プ
　
ロ
　
グ
　
ラ
　
ム

全8回 （日曜日）全8回 （日曜日）変則8回

600円／1回 200円／1回+負担金 200円／1回+負担金

荒尾市宮内785

田島　千尋　宛

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

5/20（日）厳守 7/14（土） 7/14（土）

場　所

時　間

川上　愛子　宛 川上　愛子　宛

御船町滝川1860-3 御船町滝川1860-3

なし なし 20名

荒尾市福祉センター
プログラム初日 プログラム初日

【荒尾】ボウリング 【御船】フライングディスク 【御船】バレーボール 【熊本】SOボッチャ

6/10～8/12

変則8回

7/21～9/15（8/11休み） 7/21～9/15（8/11休み） 5/27～7/22(7/8除）

（土曜日）全8回 （土曜日）全8回 （日曜日）全8回

200円+会場負担金100
円程度

5/23（水）19：00～

SO事務局

矢幡　直人

宇城市松橋町曲野1107-1 八代市田中東町7-11-2 有馬　理奈　宛
FAX(096)272-4505 ＦＡＸ（0964）33-6487 ＦＡＸ（0965）33-3202

なし なし なし なし

200円／1回 400円／1回 200円＋100円（予定） 200円＋100円（予定）

プログラム初日
6/16(土)13：00～

6/16（土） 7/8（日） 6/10（日） 6/10（日）

河田　博子

プログラム初日 プログラム初日 プログラム初日

不知火温泉プール

10：00～12：00

7/1～8/19 7/15～9/2 6/17～9/30

吉松小学校体育館

北区植木町今藤293

〈裏面に続く〉

【植木】ボッチャ 【八代】バドミントン【宇城】水泳 【人吉】水泳

糸山　幸子 有馬　理奈　

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

ＦＡＸ（0966）43-1000

松本　朗松本　富子 水野　浩章

人吉事務局

Tomoko1959＠lib.bbiq.jp
球磨郡相良村四浦東2856

マネージャー

コーチトレーニング

参加費

チーフコーチ

期　日

定　員

参加費

説明会

申込締切

申込み先

コーチトレーニング

申込締切

申込み先

チーフコーチ

マネージャー

品川　淳一 山下　律子 木戸内　富子 吉田　祐一

サンライフ八代（予定）

9：30～11：30 10：00～12：00

〈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.員・賛助会員  

〈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のご案内　　

ＦＡＸ（096）288-2782

5/25（金）19：00

パスカワールド
グリーンランド店

白旗小学校体育館 白旗小学校体育館 龍田の森体育館

定　員

期　日

場　所

時　間

説明会

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

5月・6月 
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現在開催中のプログラム

【熊本】体操
3/25～7月上旬 10：00～12：00

熊本市総合体育館2F小体育館
（日曜日）全8回

【宇城】ボウリング
5/12～6/30 10：00～12：00

松橋ボウリングセンター
（土曜日）全8回

【植木】水泳
5/5～6/23 16：00～18：00

植木かがやき館
（土曜日）全8回

【荒尾】バレーボール
5/9～6/27 18：30～20：30

荒尾支援学校
（水曜日）全8回

【水俣】陸上
5/13～12/9 10：00～12：00

エコパーク水俣陸上競技場
（日曜日）全8回

【熊本】水泳（長嶺）
5/12～6/30 17：30～19：00

長嶺YMCA
（土曜日）全8回

【熊本】ボウリング
5/12～7/7 19：00～21：00

水前寺スターレーン
（土曜日）全8回

【八代】水泳
4/8～5/27 10：00～12：00

ミキ21SS
（土曜日）全8回

【御船】水泳
4/21～6/16 18：00～20：00

御船スポーツセンタープール
（土曜日）全8回

【熊本】水泳（水前寺）
4/8～7/15 14：00～16：00

熊本市総合体育館（屋内プール）
（日曜日）全8回

【熊本】馬術
4/8～10月 15：00～17：00

夢☆大地グリーンバレー
（日曜日）

熊本競輪場

【熊本】ゴルフ

【荒尾】テニス
3/18～5/13 15：00～17：00

荒尾市テニスコート
（日曜日）全8回

【熊本】サッカー

4/1～5/27

3/24～6/2
（土曜日）全10回
3/24～6/2

（土曜日）全10回

変則全8回
【熊本】卓球

4/8～5/27

熊大付属特別支援学校

8：30～9：30

10：00～12：00

8：30～～10：30

10：00～12：00

【小国】フロアホッケー

期　　間
1/14～第2日曜日

通年実施
3/4～5/27

4/9～7/29
10：00～12：00

10：00～12：00

定　員 10名 10名

松麻紀子・柿本英行

コーチトレーニング プログラム初日

200円+（会場負担金
未定）

200円

説明会
6/24　9：00～ 5/13　9：00～

水俣市総合体育館会議室 エコパーク水俣陸上競技場

申込締切 6／16(土）（厳守） 5/11（金）（厳守）

ＦＡＸ（0966）63-6904

マネージャー

プログラム初日

チーフコーチ 山下　敏子 柿本　英行　

【水俣】水泳 【水俣】陸上

期　日
6/24～1/27 5/13～7/8

変則8回 変則8回

申込み先

柿本　英行　宛 柿本　英行　宛

水俣市陣内2-15-10 水俣市陣内2-15-10

ＦＡＸ（0966）63-6904

参加費

場　所 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

時　間 10：00～12：00

10：30～12：30

　　※会場負担金等詳細については、説明会でコーチより話があります。必ず、出席お願いします。

会　　　場

あさぎり町高山総合体育館

小国支援学校　体育館

横島町　ゆとりーむ

サンバレーゴルフ練習場

熊大付属特別支援学校

（日曜日）全8回

【熊本】ユニファイドサッカー

【人吉】フロアホッケー

【玉名】卓球

【ブランチ】種目

（日曜日）全10回

時　　間

10：00～12：00

【熊本】自転車

10：00～12：00

4/14～6/16
（土曜日）全9回

4
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 夏季ナショナルゲーム愛知や秋のプログラム等に向けて、以下のとおりユニファイドスポーツ等のコーチクリ

ニックを予定しましたので、ご案内いたします。ナショナルゲームの引率スタッフ、認定コーチ（更新予定の方、

新規取得の方）、ボランティアコーチなど、参加をご希望の方は、別紙申込書にご記入いただき、事務局へ FAXい

ただくか、同内容をメール下さい。！申込期限！５月 24日（木） 

 

■ユニファイドスポーツ                                 

サッカー競技では昨年度よりユニファイド形式（※以下）での全国大会が開催され、2019年にアラブ首長国連

邦で開催される夏季ワールドゲームもユニファイドサッカーで出場することが決定しています。また、9月の夏季

ナショナルゲーム愛知ではゴルフ競技がユニファイド形式で行われ、先日の全国代表者会議では、今後、テニス・

バスケットボールなど各競技でもおなじような方針と説明されています。正式なユニファイド形式ではなくとも、

日常プログラムではボランティアやファミリーと共にトレーニングや競技をすることも多いかとおもいます。貴

重な学びの機会ですので、ぜひご参加ください。 

※ユニファイドスポーツとは…（SONホームぺージより） 

知的障害のある人とない人でチームを作り、練習や試合を行い、スポーツを通じてお互いに相手の個性を理解し

合い支え合う関係を築いていく取組です。スペシャルオリンピックス国際本部が推進しているプログラムの1つ

で、世界中で展開されており、世界大会公式種目としても実施されています。 

【受講対象】  認定コーチ（競技は不問）※認定コーチをこれから取得予定の方も可 

【実施日時】 平成 30年 6月 10日（日）10：00－12：00頃（9：45受付開始） 

【会  場】 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熊本メディアビル 4F TEL：096-288-0871） 

※参加人数により会場を変更する可能性があります。       

【資 料 代】 300円  【講師】 山口 律子トレーナー（SON・熊本） 【持ち物】 筆記用具等 

【スケジュール（予定）】                    

9：45－  受付 

10：00－10：10（10分） 開会宣言・トレーナー紹介等 

10：10－11：50（100分） 講義 ※休憩適宜 

11：50－ 修了証授与・閉会宣言 

【アクセス】通町筋より徒歩 15分程度※お車は近隣のコインパーキングに駐車ください。 

■GOA（ゼネラルオリエンテーション・アスリート理解）・テニス・バドミントン            

GOAは競技共通の基礎講義です。認定コーチ資格取得希望の方に限らず、新規参加者や受講したことがある方も

振り返りの機会に、ぜひご参加ください。 

【実施日時】6月 24日（日）（午前中：GOA、午後：各競技） 

※場所等はおってホームページに掲載し、メールでご案内します。 

スペシャルオリンピックス日本・熊本 
ユニファイドスポーツ等コーチクリニック開催のご案内 

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 
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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 

〒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 
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◎下記の事項につき、記入または✓を入れ、事務局へ FAX、または同内容をメールで送信して

下さい。 

◎コーチクリニック開催前（６月１日頃）に受付確認のため返信いたします。確認の連絡がない

場合には、再送いただきますようお願いいたします。 

ブランチ名  
ふりがな 

氏名 

年齢 

（   ）歳 

区分 

（✔） 

□認定コーチ（競技                       ） 

□ファミリー □ボランティア □アスリート  

住所 
〒 

 

TEL 

 

 

※日中連絡のつくもの 

FAX 

MAIL 

 

 

※当方より申込を受け付けた旨連絡する先 

競技経験 

（✔） 

□日常プログラムに参加している、していた 

□（体験会等で）何度かしたことがある 

□経験が全くない 

講義内容 

の希望 

 

 

 

※トレーナーに講義を希望する内容（練習で困っている点等）を具体的に 

認定コーチ 

申請の希望等 

（✔） 

□更新予定（    年） 

□新規申請予定 

□特に申請の希望はない 

備考 

 

 

 

※ご不明な点等ありましたらご記入ください。 

スペシャルオリンピックス日本・熊本 

ユニファイドスポーツコーチクリニック申込用紙 

FAX：096-288-2782 MAIL:so-nkuma@ceres.ocn.ne.jp 
！申込期限！５月 24日（木） 
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 ｓｏｎ-ｋｕｍａメール
登録のおねがい

！事務局からのお願いです！
！son-kumaメールへの登録がまだの方は登録をお願いします！
　特に各ブランチの代表・事務局・各担当、各競技コーチ、各委員会に参加

　なさっている方は必ず登録してください。

　
▶SON・熊本に参加する方への情報発信や連絡は、2か月に1回「らぽーる」で千人ほどの方に行ってい

　ます。これに掲載が間に合わなかったご案内やお願い、情報変更などは、主にパソコンメールで

　お送りしています。登録アドレスは600件と多いのですが、以下のような事情で、連絡・案内が十分に

　行き届かず、ご迷惑をおかけしております。

　　①アドレスの追加・変更に即時対応できていません。
　　②複数アドレスに一斉送信することにより、迷惑メールと判断され、受信ができない・受信

　　　しても迷惑メールフォルダに保存されるなどのトラブルが起きています。

▶一方、son-kumaメールは受信のトラブルなく、登録直後から一斉メールを受信
 できるようになります！

 ６月からは原則、パソコンメールではなく、son-kumaメールでの連絡に

 切り替えます！

　　※不要な情報はできる限り届かないよう、登録の際に参加する競技を選択ください。

　　※son-kumaメールではデータ添付ができないため、必要な資料等はホームページに掲載し、

　　　そのURLをson-kumaメールでお送りします。

　一斉メールに登録されているメールアドレスは150件程度と少なく、

　ぜひご登録お願いします。
　　すでに活動申込書などで事務局に連絡先をお預かりした方もいらっしゃることと思います。

　　重ねての手続きで大変申し訳ありません。

　　登録と運用の状況を見ながら、一斉メール以外の方法についても柔軟に対応させて

　　いただく予定ですが、まずは登録にご協力いただけますと幸いです。

　ご不明な点がありましたら、事務局までご連絡ください。

　ご登録をお手伝いします。

７
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            ※空メールとは、件名・本文を入力せ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(「あ」等)を入力して下さい。

            ※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　　　　
      　　　　と別紙を参照してください。      　  
            ※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

            【入力項目（必須）】　①名前　②区分　③所属ブランチ
            【入力項目（任意）】　①電話番号　②会員種別　③参加プログラム
            ※事務局で登録状況が把握できるよう、実名で登録してください。
　　　　　　※お名前等必須項目の登録がない場合はson-kumaメールは配信されません
　　　　　　　ので、ご注意ください。

            クリックすると、「■登録完了■son-kumaメールへの登録は完了いたしました
　　　　　　アドレス等の変更をされた場合、再度son@gw.ansin-anzen.jpへ空メールを
　　　　　　送り再登録をお願いいたします。」の表示がでます。

    

http://tmix.co.jp/mobile/domain/

●テクノミックス(http://www.tmix.co.jp/)●

 ｓｏｎ-ｋｕｍａメール登録のしかた
★かんたん４ステップ★

これで登録は完了しました！

ドメイン指定受信設定の

方法はこちら→→→

登録フォームが返信されますので、URLをクリック
します。

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、

≪登録画面表示 サンプル≫

*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
～～～（中略）～～～

□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）

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。≫

１

≪登録フォーム表示 サンプル≫

「son-kumaメール」

本メールはスペシャルオリ

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。

仮会員登録が完了しました。

下記のURLを開き登録画面

へお進みください。

http://gw.ansin-

表示される登録内容確認画面で内容を確認し、
「登録」ボタンをクリックしてください。

表示された画面下の「本登録画面へ」ボタン
をクリックします。
次に表示された画面（右図参照）の登録項目
を入力し最後に「入力内容確認」ボタンをクリックします。

3

4

メールアドレス
QRコード
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ＳＯＮ・熊本 くまモンポロシャツを再販売します 
  

 大好評の「くまモン・サプライズくまもと」ロゴを入れたポロシャツ、リクエストにお応えして再販売します。 

 入会されたばかりでみなさんとお揃いのポロシャツがほしい方、もう一枚必要な方、ぜひこの機会にご注文下さい。 

 

 

1.品   名：半袖ポロシャツ   

2.  色  ：トルコブルー 

3.申込サイズ： 

 SS S M L LL ３Ｌ 

身丈（cm） 

身幅（cm） 

肩幅（cm） 

62 

45 

37 

65 

48 

42 

68 

51 

44 

71 

54 

46 

74 

57 

48 

77 

60 

50 

4.販 売 価 格：1 枚 2,700円 ※４Ｌ，５Ｌサイズもあります。 

5.注 文 方 法：申込書にご記入の上、事務局までＦＡＸもしくは郵送にてお申込み下さい。 

6.申込締切日：5 月 31 日（木）必着 （締切は厳守でお願いします） 

7.お 渡 し：原則、事務局にて代金と引き換えにお渡しします。7 月中旬の予定です。 

納品後、申込書に記入された連絡先にお電話いたしますので、お早めにお受け取り下さい。 

       郵送をご希望の場合は送料をご負担ください。 

 

８.申し込み・問 合 せ 先：スペシャルオリンピックス日本（SON）・熊本事務局  

             〒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 e-mail：so-nkuma@ceres.ocn.ne.jp 

                      き  り  と  り 

    《 SON・熊本 くまモンポロシャツ申込書 》 申込締切日：5 月 31 日（木） 

ＦＡＸ：096-288-2782 

名 前                    

連絡先              （電話・携帯など昼間連絡の取れる手段） 

 

申込サイズ 枚数 金額（一枚 2700 円） 

ＳＳ   

Ｓ   

Ｍ   

Ｌ   

ＬＬ   

3Ｌ   

４Ｌ   

５Ｌ   

合計金額  

胸元のロゴは、 
新しいロゴ（白抜き） 
になります！ 
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ＳＯＮ・熊本 ウインドブレーカー販売します 
 

情熱の赤いウインドブレーカーです！ 

入会されたばかりでみなさんとお揃いのウインドブレーカー（赤）がほしい方、もう一枚必要な方、 

ぜひこの機会にご注文下さい。 

 

１．注 文 方 法：申込書にご記入の上、事務局までＦＡＸもしくは郵送にてお申込み下さい。 

 

２．販 売 価 格：1 枚 2800 円 

 

３．申込締切日：5 月 31 日（木）必着 （締切は厳守でお願いします） 

 

４．引 き 渡 し：原則、事務局にて代金と引き換えにお渡しします。７月中旬の予定です。 

納品後、申込書に記入された連絡先にお電話いたしますので、お早めにお受け取り下さい。 

        郵送をご希望の場合は送料をご負担ください。 

 

５．申し込み・問 合 せ 先：スペシャルオリンピックス日本（SON）・熊本事務局  

             〒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 

 

                      き  り  と  り 

《 SON・熊本 ウインドブレーカー申込書 》 申込締切日：５月 31 日（木） 

ＦＡＸ：096-288-2782 

名 前                 

連絡先                （電話・携帯など昼間連絡の取れる手段） 

        

 

 
申込サイズ 枚数 金額（一枚 2800 円） 

ＳＳ   

Ｓ   

Ｍ   

Ｌ   

ＬＬ   

3Ｌ   

合計金額  



宿泊ホテルのご案内　※消臭対応のお部屋は喫煙可能です。

宿泊ホテル優先予約についてのご案内

※ご希望される宿泊ホテルが定員に達した場合、ご希望に沿えない場合がございます。予めご了承ください。

交通機関の手配（宿泊以外のお客様もお申込み可能です）

１． ＪＲ切符をご希望の方は、申込書にご記入ください。　往復新幹線代金　\４２,０４０（１５名様以上が往復同一区間の場合）

予約調整中です。ＪＲ切符ご希望の方には、予約確定後に旅のよろこび株式会社よりご連絡いたします。

往路の予定（新幹線） 熊本駅 ０８：３０〜０９：３０頃の出発 ⇒　名古屋駅 １３：００〜１４：００頃の到着

復路の予定（新幹線） 名古屋駅 １６：００〜１７：００頃の出発 ⇒　熊本駅 ２１：００〜２２：００頃の到着

２． 飛行機をご希望の方は、個別に対応いたします。お問い合わせください。

お申込方法

１． お申込は「ＳＯＮ・熊本 応援団 ご宿泊およびＪＲ切符申込書」に必要事項をご記入のうえ、ＦＡＸ（０９６－３４５－０８１２）にて

お申込みください。追加・変更・取消についても「お申込書」右側の該当事項に〇をつけて、通信欄に詳細をご記入のうえ必ず

書面（ＦＡＸ）にてご連絡ください。間違いを防ぐため、お手数ですがお電話での連絡はご遠慮ください。

２． 予約完了後、旅のよろこび株式会社より「請求書」をお送り（ＦＡＸまたは郵送）いたしますので、書面記載の指定口座にお振込み

ください。なお、振込手数料はお客様負担でお願いいたします。

（期日までにお振込みがない場合は、お申込を取消しする場合がございますのでご注意ください。）

３． 宿泊の取消料

宿泊日の１０日前まで 無料（取消料はかかりません）

宿泊日の９日前から２日前まで 宿泊料金の１０％

宿泊日の前日 宿泊料金の５０％

宿泊日の当日 宿泊料金の１００％

競技会場および式典へのアクセス紹介

刈谷市

豊田市

地　区

選手のご家族 または ホテル優先予約に該当する競技の応援団

優先予約対象者

名古屋市

名古屋市

優先予約期間

本書ご到着日〜５月３１日

刈谷駅直結

栄駅より徒歩８分

名鉄豊田市駅より徒歩１分
三好ヶ丘駅より乗車１０分（４駅）

名鉄イン刈谷
※優先予約競技 バレーボール

ホテル名 アクセス

③-Ｓシ

③-Ｔシ

④-Ｓキ

④-Ｔシ

ホテルルートイン名古屋栄
※優先予約競技 陸上競技、テニス、競泳

シングル 禁　煙

①-Ｓキ

①-Ｓシ

先着順予約開始

６月１日〜

名古屋駅＝（約11分）＝笠寺駅で下車後、徒歩約3分

名古屋駅＝（約4分）＝栄駅で乗換＝（約24分）＝西高蔵駅で下車後、徒歩約5分

アクセス例

名古屋駅＝（約4分）＝栄駅で乗換＝（約20分）＝瑞穂運動場東駅で下車後、徒歩約5分

名古屋駅＝（約20分）＝南大高駅で下車後、徒歩約15分

名古屋駅＝（約35分）＝徳重駅で下車後、タクシーで約10分

名古屋駅＝（約4分）＝栄駅で乗換＝（約24分）＝八事日赤駅で下車後、バスにて約4分

名古屋駅＝（約30分）＝藤が丘駅で下車後、バスにて約10分

名古屋駅＝（約3分）＝伏見駅で乗換＝（約35分）＝三好ヶ丘駅で下車後、徒歩約15分

名古屋駅＝（約3分）＝伏見駅で乗換＝（約46分）＝名鉄豊田市駅で下車後、バスにて約4分

名古屋駅＝（約3分）＝伏見駅で乗換＝（約35分）＝三好ヶ丘駅で下車後、徒歩約15分

名古屋駅＝（約25分）＝刈谷駅で下車後、バスにて約25分刈谷市

名古屋市

豊田市

名古屋市

陸上競技

競泳

競技

日進市

地区

バレーボール

テニス

卓球

閉会式

開会式

体操競技

ゴルフ

サッカー

ボウリング

②-Ｓキ

シングル 禁　煙

ツイン 消臭対応

¥11,350 ¥11,350

¥7,200 ¥7,200

¥6,750 ¥6,750

シングル 消臭対応

ツイン 消臭対応

名鉄トヨタホテル
※優先予約競技 サッカー、卓球、体操競技

¥12,500 ¥12,500

ツイン

ツイン

シングル

シングル

シングル 禁　煙

¥8,640 ¥8,640

¥12,500 ¥12,500

¥9,000 ¥9,000

¥9,720 ¥9,720

¥9,720 ¥9,720

¥8,640 ¥8,640①-Ｔキ

①-Ｔシ

③-Ｓキ

名古屋駅より徒歩５分

第7回スペシャルオリンピックス夏季ナショナルゲーム・愛知が、平成30年9月22日（土）〜24日（月祝）の3日間、

愛知県において催されることになりました。つきましては、応援団の皆様の宿泊および交通機関の手配を

旅のよろこび株式会社が担当させていただきますので、ぜひご利用ください。

2018年第7回スペシャルオリンピックス夏季ナショナルゲーム・愛知

ＳＯＮ・熊本 応援団 宿泊および交通機関手配のご案内

部屋タイプ

消臭対応

禁　煙

消臭対応

禁　煙

ホテルサンルートプラザ名古屋
※優先予約競技 ボウリング、ゴルフ、競泳

申込
記号

宿泊料金 *税サ込

9/23(日)9/22(土)

1泊朝食付(ひとり)



■FAX送付先　　０９６－３４５－０８１２ ※必ず控え（コピー）をおとりください。

〒　　　　　　-

※ご希望される宿泊ホテルおよびＪＲ席が定員に達した場合、ご希望に沿えない場合がございます。予めご了承ください。

※飛行機をご希望の方は、個別に対応いたします。お問い合わせください。

※お申し込み後、変更・取消が生じた場合は、お手数ですが、お申込み時の申込書を上書き訂正し、申込書右上部の「変更」「取消」のいづれかに○をご記入の上、FAXにてご返送ください。

＜返金の際のご送金先＞ ＜弊社記入欄＞

　　旅のよろこび株式会社
　　〒861-5515　熊本県熊本市北区飛田3-1-28
　　TEL：096-345-0811　　FAX：096-345-0812
　　E-MAIL ： info@tabinoyorokobi.com
　　営業時間 ： 平日9：00～18：00（土・日・祝日は休み）

【お客様の個人情報の取扱いについて】

　※当社では、お客様からご提供いただいた個人情報を厳重に管理し、申込いただきました宿泊ホテルおよび交通機関の手配、お客様との間の連絡および大会主催者への提供、並びにこれらに付随する業務を行うために利用します。

希望　・　希望しない

申込日：　　　　　月　　　　　　日

2018年第7回スペシャルオリンピックス夏季ナショナルゲーム・愛知

ＳＯＮ・熊本 応援団 ご宿泊および交通機関申込書

【いずれかに○を付けてください】

（　新規　・　変更　・　追加　・　取消　）

領収書　＜　要　・　不要　＞

○印をつけてください

希望　・　希望しない

希望　・　希望しない

家族　・　家族以外

フリガナ

同室者名
*ツイン2名利用のみ

熊本
クマモト

　花子
ハナコ

家族　・　家族以外

男 ・ 女

30才

才
希望　・　希望しない

熊本
クマモト

　太郎
タロウ

お名前

フリガナ

家族　・　家族以外

選手との関係
第2希望第1希望

9/22
（土）

9/23
（日）

申込記号 宿泊日

〇〇①-Ｔシ①-Ｔキボウリング

選手の出場競技 ＪＲ切符

希望　・　希望しない

ふりがな

普通　・　当座 №

　銀行　　　　　　　　　　支店

　【申込書送付先・問合せ先】 受付№

受付日

入金日

入金額

家族　・　家族以外

代表者氏名

代表者住所

通信欄
（追加・変更・取消の詳細など）

家族　・　家族以外

例

男 ・ 女

才

／

／

円
口座名義

携帯電話FAX電話

男 ・ 女

年齢

性別

1

2

3

4
男 ・ 女

男 ・ 女

才

才

№
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カードに気づいたら 
声かけや思いやり 
のある行動を！ 

 

2018 年 4 月 22 日（日）、ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ熊本ﾆｭｰｽｶｲでの、ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ国際協会

337－E 地区年次大会に、SON・熊本潮谷義子理事長が招待されました。地震お見舞い

等の多額のご寄付に対する感謝状を持参し、お礼の言葉を述べられました。多くの

方々に SO の活動を知って頂き、又これからも引き続きご支援ご協力を頂きますよう

にとのご挨拶でした。懇親会の中でもﾗｲｵﾝｽﾞ会員の皆様や来賓の皆様方からも新たな

ご支援のお申し出を頂く等、実りある訪問となりました。（馬場 朋子） 

 

ライオンズクラブ国際協会 337－Ｅ地区年次大会に招待 

ヘルプカードとは？ 

内部障がいや発達障がい、難病の方など、外見か 

らわかりにくい障がいなどをお持ちの方が身に付 

けるものです。裏面には、症状やお願いしたい内 

容が記載されています。 

どこでもらえるの？ 

熊本県庁（障がい者支援課）や県の保健所、各市 

町村の福祉担当窓口などで、無料（申請不要）で 

配付しています。 
 

＜問い合わせ先＞ 

熊本県障がい者支援課 

電話：０９６－３３３－２２３６ 
  

周囲の方に配慮を必要とし

ていることを知らせること

で、援助を得やすくなるよ

うな意思表示のかたちとし

て、ヘルプカードが導入さ

れました。 

裏 

ペンなどで書き込みます↑ 

本会理事としてもご支援いただている
NTT 西日本熊本支店では毎年、耳や言葉
の不自由な方が外出先で使用する「電話
お願い手帳」を配布しています。110 番
などの緊急連絡や、タクシーの呼び出し
など日常場面のお願いも、文字で簡単に
示すことができ、県内各自治体などの窓
口で受け取れます。冊子版のほか、WEB
版・アプリ版もあります。 
詳細はこちら。 
 
 
 
(本会理事/NTT西日本熊本支店長 

前田仁 様) 

くまもと復光祭 案内 

5月 13日（日）10：00～19：30、くまもと復

光祭が、菊池市総合体育館及び駐車場、菊池

公園多目的グラウンドにて開催されます。プ

ロスポーツ選手による実演、共演、指導など

スポーツ教室が開催されるアスリートゾー

ン、スポーツ体験ゾーン等が多数予定されて

います。SON·熊本もブースを出して PR予定で

す。詳細は FB「くまもと復光祭」で検索して

ください。（ボランティア担当委員：馬場） 

 電話お願い手帳 

 2018 年度 SON全国代表者会議報告  

有森理事長よる「SO が社会を変える力になるために」の講話から始まり、  

スポーツ庁の黒沼 一朗氏が具体的なデータと実例をあげて「障がい者スポーツ 

の振興」についての講演がありました。 

 また、支援企業代表としてトヨタ自動車社会貢献推進部長から、「SO とともに」 

の話の中で、実際にアスリートと一緒に活動している映像を観ながら心温まる 

言葉を頂きました。同じく、日本ライオンズクラブ理事からの心強いサポートメッ 

セージに感激しました。 

 全国事務局長会議では、SON のドリームサポーターの皆さんが『是非、自分たちを 

お呼びください！広報に使って下さい』とのこと。熊本でもご自身のオリンピック出 

場体験談などをお話しして頂く機会が出来たらと考えています。その他、地区マネジ 

メント交流会や SP 委員会、ブロック別会議など、とても２日間では時間が足りない 

ほど内容の濃いものでした。どの県でもアスリート拡大、コーチ不足、ファミリー・ 

アスリートの高齢化によるプログラムへの送迎方法など似たような問題を抱えていて、こ 

れから何をすべきかとの意見交換も出来ました。SOI が推進しているユニファイドに向けて、SON での課題も大き

いようです。設立２５年を迎える今、SO の掲げるミッションとビジョンを、もう一度じっくり考える時期が来てい

るようです。                      （スポーツ委員長 黒田、事務局長 竹屋） 

 

カードに気づいたら 
声かけや思いやり 
のある行動を！ 

 ３月３１日～４月１日、於東京 

 

カードに気づいたら 
声かけや思いやり 
のある行動を！ 

 

表 
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 2018 年度入会・会員継続ありがとうございます（2018 年 2/17～4/20 受付分 敬称略 順不同）  

【個人会員】大木京子 本田浩二 坂本公 杉本真一 前田茂 宮中由紀子 松尾和子 中原公治 緒方裕次郎 高島祐一郎 塚本真

一 北神恭子 宮﨑セツ 林田素行 兒島琢也 栗秋淳子 田上聖 小杉直 中島昌道 中島和子 田中由委子 潮谷義子 荒木常

人 西嶋昌子 山田省子 原幸代子 小西ツギ子 小西盛夫 小座本明美 與縄順子 與縄義昭 山野秀勝 藤本猪智郎 林安基子 

荒川慶 釣谷智美 竹屋純子 大宅清美 村上和代 西利明 赤星和明 松尾興和 岡崎智幸 藤本豊 白石ひろ子 田中陽一 金

森克江 山本博子 柿本英行 成清章 杉野久代 羽田野廣史 宮崎歩美 吉本真紀 品川淳一 猪崎貴美 橋本洋悟 松野治子 

平倉真由美 那須二郎 那須五恵 山部頼子 風間悠子 山田信枝 阪本崇 大嶌エイコ 木戸内富子 蓑田英樹 田端映規 鎌田

のり子 平井美紀 山口美和 樋口秀樹 下田隆文 山内靖子 宮部美代子 松本富子 川村隼秋 稲葉真須美 永田きよみ 浦中

公明 浦中由美子 高木健次 延岡研一 中原喜徳 草野美年子 山本幸子 駒田利子 園田健治 井澤厚子 浜崎三郎 浜崎智子 

岩下修士 高口彰子 上村かおり 青木珠恵 紫垣セツ子 浜島智恵子 福浦歩 糸山幸子 吉村美和子 武内千鶴子 宮嶋輝美 

吉本留美子 世良喜久子 野口芳永 中川久美子 佐々木優子 牧野智子 松村千津代 小川薫 岡部美知子 黒田雄一郎 黒田し

のぶ 木村奈保美 緒方美幸 田上航大 保田清美 藤本昌信 津川さやか 北島和子 山本勇一 松岡喜美子 亀山裕子 河田博

子 古賀和枝 前田典子 糸永歌代子 杉田芳子 山内航太朗 古田竜 津志田眞知子 永井カオル 上原優子 眞鍋和代 菊池朋

昭 中村知恵子 北野美津代 山中英稔 岡本峻平 田島光枝 浦上郁子 後藤純子 中道亜由美 渡邉延余 開珠恵 牧野綾 有

馬正嗣 有馬理奈 有馬駿之介 髙永寿子 中村佳美 池邊由美子 田畑公子 松本みゆき 田中智子 毛利秀士 林健司 若松真

由美 小堀富夫 森恭代  

【団体会員】合資会社中島石油 人吉電気工事株式会社 九州電力株式会社 医療法人社団 寿量会 国際ソロプチミスト熊本 SI 

【個人賛助会員】林純子 植田大仁 植田和江 大木啓司 本田直也 中村友花理 宮本春樹 池邊由美子 前田隆志 今関フサヨ 

三井邦子 宮中珠江 古江みさ子 松尾幸和 中原由貴 緒方裕樹 加藤勤子 加藤滋 高島徳子 塚本博文 迫みゆき 北神飛翠 

宮﨑進一 金井正俊 吉田友恵 兒島重則 兒島豊子 栗秋範子 栗秋一彦 田中礼士 村山恵 渕田竜馬 西田勉 緒方貴範 小

座本広海 小座本守 山野紗弥 林郁子 荒川琢磨 釣谷勇太 入部祥子 大宅杏佳 村上和康 西真由子 赤星素美 和久田拓郎 

白石大輔 原弘峻 光永芳史 白ケ澤強 白ケ澤京子 福村美枝子 金森考司 山本彗大 安達初美 杉野直矢 德永竜一 佐藤タ

カ 羽田野史佳 皆月由美子 宮崎大樹 吉本義賢 吉本ヒデ子 品川征士 猪崎美佳子 橋本三𠮷 松野幸生 平倉武士 那須響 

山部和也 風間一朗 野田拳任 山田一信 永見京子 蓑田彩葵 入田博子 大嶋和博 藤田道子 平井悠貴 山口健翔 樋口ふみ

子 下田卓人 上野友里愛 山内隆史 宮部沙良 荒木誠 稲葉友紀 永田鈴夏 浦中賢 服部敬子 西二郎 中原聡 草野航世 

山本直美 駒田幸之助 岡村圭祐 浜崎貴大 岩下浩太 高口真太朗 上村千代子 上村敏継 青木菜美 紫垣千代子 浜島慧 福

浦希人 糸山誠悟 吉村祐貴 武内亮 生田義和 宮嶋彩花 吉本春菜子 野口怜雅 中川美季 佐々木健成 佐々木康隆 牧野安

佐子 渕上義健 松村真人 森勇樹 森響也 岡部勇樹 黒田ひかり 木村拓哉 緒方憂斗 境忠利 高尾洋子 藤本和也 吉村大

輔 吉村直樹 吉村節子 津川ミズ子 北島宣夫 釼晃太 釼由美 亀山弘貴 河田晃希 古賀雅也 山村夏主磨 前田一光 江﨑

勇 井芹さゆり 浅原百合子 山内正和 山内るみ 古田健将 上原千明 眞鍋光 菊池健吾 中村伊織 本田匠 山中悟嗣 谷口

知久 岡本雅美 田島衆一 田島千尋 浦上佳乃 中島弓恵 中道一穂 荒木はる子 渡邉岬 開雅偉 牧野光祐 筒井幸介 畑中

みちる 髙永悦子 野々口文哉 野々口朋子 中村朋雅 田畑周平 松本めばえ 田中基幹 毛利ラン子 西名裕麻 若松和輝 森

一起  

【団体賛助会員】国際ソロプチミスト熊本ーさくら 熊本朝日放送株式会社 社会福祉法人小国町社会福祉協議会サポートセンター悠

愛 医療法人社団牧野皮膚科医院 

ご寄付等有難うございます（2018 年 4月 20 日受付分まで 順不同） 

兒島琢也 荒川慶 原弘峻 大嶋和博 井澤厚子 福浦歩 一般社団法人ストレングス 中村友花理 林田素行 安達初美 上原優

子 豊田郵便局田島功一朗  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

頑張る！アスリート 募集！！ 

  スペシャルオリンピックス日本・熊本の活動以外で 
活躍中の皆さんを紹介します。マラソン大会、音楽祭参加、 
よさこい、仕事に頑張ってる、等々 何でも 
オッケー！写真や紹介文を事務局までお送り 
下さい。HP及び、らぽーるでご紹介します。 

 
 

 

 

 

5 月の行事予定 

13 日(日) 第 17 回チャリティー茶会 

６月の行事予定 

10 日(日) ﾕﾆﾌｧｲﾄﾞスポーツ・コーチクリニック 

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 

          5月号内容 
・2018年度第7回ｽﾍﾟｼｬﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽ日本  

・夏季ナショナルゲーム・愛知・参加アスリート決定‼ 

・NG下見報告・ チャリティーバザー開催  

・スケート体験会 ・全国事務局長及びＳＰ大会報告 

・ヘルプカード紹介 ・スポーツプログラム 

・NG応援ツアーご案内 ・一斉メール登録方法 

・SON熊本ポロシャツ申込書 他 
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福岡パーキングビル 4F 
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  編集ｽﾀｯﾌ  ： SON・熊本広報委員会 
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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 

 〒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              

テニスラケットを頂きました！ 
プログラムでお世話になっている、「ビバ！ファミリアテニススクー

ル浜線店」の吉田様から SON･熊本のアスリート 
にラケット 10本を頂きました。 
『ありがとうございます。みんなで大切に使い 
ます。』とアスリートの田畑 周平さんがお礼を 
申し上げました。 


