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5．6 月

スペシャルオリンピックス冬季世界大会 オーストリア ２０１７

2017 年度 SON・熊本 通常総会

3 月 14 日から 26 日までオーストリアで行われた世界大会に、スノーシューイング競技に熊本か
ら出場した緒方愛さん、吉田彩さんの二人は、自分の持てる力を存分に発揮し、一生懸命走り切
ってきました。走るたびに、自己記録を更新し、アスリートの持つ可能性の無限さを、遠く離れ
た地オーストリアで見せてくれました。多くの方々の応援が二人に届いていたようです。
200M,400M とリレーに出場し
ました。特に印象に残ったのは、
きつい 400M で、がんばって走り、
最後 1 人抜いてメダルを獲れたこ
とです。今までの練習の成果が出
て、うれしかったです。応援あり
がとうございました。 吉田 彩
２００メートル
４×１００メートルリレー

オーストリア世界大会では
雨と風が強くてきつかったけ
ど、一生けんめい走りました。
涙が出ました。みんなおうえ
んしてくれてがんばりまし
た。電車に乗ったり、ゆうえ
んちであそんだりかいものを
してコーチやみんなと楽しい
大会でした。
緒方 愛

Heartbeat for the world!

アスリート会のフラッグも見守りました

応援団も頑張りました

熊本県副知事
開会式

表敬訪問

４月１２日（水）に世界大会に参加し
！
た熊本のアスリート、緒方愛さんと吉田
彩さんが県庁を訪問し、小野泰輔副知事
に大会参加の報告をしました。
副知事から、「二人の頑張りは仲間に
勇気を与えるものです。みんなと喜びを
分かち合ってください。」とお言葉をい
ただきました。

日本選手団入場
！
閉会式
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2017 年 4 月 23 日（日）
オーストリアで開催された、SO 世界大会の報告会がありました。スノーシューイング競技に出場した、
緒方 愛さんと吉田 彩さんが、大会に参加して一番頑張った事、嬉しかった事を話してくれました。また、
広報担当の吉田さんが『アブダビへの道』と題して、来年の名古屋ナショナルゲーム、そして 2019 年ア
ブダビでの世界大会までの道のりを映像で紹介されました。

S0 N・ 熊 本 支 援 チ ャ リ テ ィ ー バ ザ ー 2 0 1 7
4 月 30 日びぷれす広場にて開催致しました第 17 回チャリティーバザーは好天気に恵まれ、たくさんの
お客様にご来場いただき大盛況の内に終了しましたことをご報告致します。品物のご提供、事前準備、当
日の運営に携わっていただきました皆様のご協力のおかげだと感謝申し上げます。収益金はスペシャルオ
リンピックス日本・熊本に寄付させていただきます。
バザー実行委員長 北本恵美子

スケート体験会
平成 29 年 3 月 19 日（日）26 日（日）と 2 回にわたり、
菊陽町のアスパスケートリンクで体験会がありました。
延べ参加数はアスリートが 18 名に対しコーチが 19 名と多
く、貸切のリンクで一人ひとりに配慮された充実のスケー
ト体験となりました。コーチもアスリートの目線で話をし
て（指導を含め）笑顔や笑い声も聞こえ和気あいあいと楽
しんでいました。まだ滑れないアスリートもソリを押すこ
とで自分の力で滑ることができ凄く楽しそうだった、貸切
のリンクで子供の姿を目で追いやすい等、保護者からも好
評でした。今後はコーチや指導者・会場の確保などの課題
もありますが、来シーズンのプログラムに期待が高まる 2
日間でした。
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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】

緑のまぶしい季節になってきました。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、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、 必要事項
の中をご記入の上、ハガキかFAXで、下記申込先へお申し込み下さい。
〈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

※ 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）。

開
催

【荒 尾】 ボウリング

【荒 尾】 ボッチャ

【植 木】 ボッチャ

【人吉】水泳

【宇城】 水泳

期

日

6/11～8/6
（日曜日）

6/11～8/6
（日曜日）全9回

7/2～8/20
（日曜日）全8回

7/16～9/24
（日曜日）全10回

7/16～9/3
（日曜日）全８回

場

所

荒尾パスカワールド

荒尾市東宮内公民館

吉松小学校

B＆G海洋センター

不知火温水プール

時

間

10：00～12:00

13:30～15:30

9：30～11：30

10:00～12:00

10:00～12:00

定

員

なし

なし

なし

なし

なし

200円＋0円/1回

200円＋0円/1回

200円/1回＋負担金
※

200円＋200円/1回

6/17(土）18：30～
かがやき館

随時

6/10（土）

随時

予 参加費＋会場
200円＋400円/1回
負担金
定
プ

説明会

5/26(金）19：00～
5/26(金）19：00～
荒尾市ふれあい福祉セ 荒尾市ふれあい福祉セ
ンター
ンター

プログラム初日

ロ
申込締切

5/19(金）

5/19(金）

7/9（日）

グ
ラ

申込み先

田島 千尋
田島 千尋
荒尾市宮内785
荒尾市宮内785
FAX(0968)63-0388 FAX(0968)63-0388

緒方初美
北区植木町今藤293
FAX096-272-4505

ム

一般社団法人ストレングス
松岡喜美子
球磨郡あさぎり町上西222宇城市松橋町曲野2449-1
2
FAX 0964-33-6487
strength1020@gmail.com

ﾁｰﾌｺｰﾁ

品川 淳一

田島 光枝

竹本 尚代

有馬 理奈

水野 浩章

マネージャー

0

0

0

生田 由美子

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

※人吉水泳の会場費負担金は、チーフコーチにお尋ねください。
今号の10ページに記載しておりますように、臨時総会の承認により、参加費２００円
と会場費の７割を支払うことが決定されましたので、概算を掲載しております。
詳しくは、説明会で提示されます。
問い合わせ先 事務局
スポーツ委員長 大塚 淳子
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現在開催中および開催予定のプログラム

【ブランチ】プログラム名

開催日

会場

時間

【玉 名】 水泳

3/26～5/28（日曜日）全8回

長洲B＆Gプール

13：30～15:30

【植 木】 水泳

4/1～6/24（土曜日）全8回

植木町かがやき館

16:00～18:00

【小 国】 フロアホッケー

1/15～ 第2日曜日通年実施

【人 吉】 ゴルフ

2/26～11/26通年実施

全１５回

【人 吉】 サッカー

3/19～11/12（日曜日）全9回

【人 吉】 バスケットボール

2/25～11/24（金・土曜日）全9回

【人 吉】 フロアーホッケー

小国支援学校

体育館

10:00～12:00

熊本クラウンゴルフ倶楽部

10:00～12:00

高山グラウンド

10:00～12:00

金曜：錦町勤労者体育館
土曜：旧深田中学校体育館

（金）19:00～21:00
（土）13:３0～15:00

2/26～11/19
（日曜日）全9回

旧深田中学校体育館

10:00～12:00

【人 吉】 陸上

2/26～11/19（日曜日）全9回

深田小学校グラウンド

8:00～10:00

【水 俣】 バドミントン

3/12～6/25（日曜日）全8回

水俣市総合体育館他

10:00～12:00

【荒 尾】 バレーボール

5/10～7/5（水曜日）全9回

荒尾支援学校

18：30～20:30

【玉 名】 卓球

4/1～5/27（土曜日）

玉名市勤労者体育センター/横島町
ゆとりーむ

10：00～12:00

【熊 本】 ゴルフ②

5/7～6/25（日曜日）全8回

サンバレーゴルフプラザ

8：30～9:30

アクアドーム

14:00～16:00

ながみねファミリーYMCA

未定

※【熊 本】 水泳（熊本）
【熊 本】 水泳（長嶺）
【熊 本】 体操

5/7～7/16（日曜日）
5/13～7/1（土曜日）全8回

5/14,28 6/11,25 7/9,23（日曜日）全6回 熊本市立総合体育館（小体育館）

10：00～12:00

【熊 本】 卓球

4/2～5/28（日曜日）

未定

10：00～12:00

【熊 本】 バドミントン

4/1～5/27（土曜日）全8回

長嶺中学校体育館

19：30～21:00

【熊 本】 サッカー

4/15～7/1（土曜日）全10回

熊本大学教育学部附属特別支援学校

10：30～12:30

【熊 本】 ユニファイドサッカー

4/15～7/1（土曜日）全10回

熊本大学教育学部附属特別支援学校

8：30～10:30

【熊 本】 自転車

4/9～11/26（日曜日）

熊本競輪場

10：00～12:00

【熊 本】 馬術

4/9～10/22（日曜日）

夢☆大地グリーンバレー

15:00～17:00

【御 船】 水泳

5/13～7/1（土曜日）全8回

御船スポーツセンタープール

18:00～20:00

【八 代】 水泳

4/2～5/28（日曜日）全8回

ミキ・21スイミングスクール

10：00～12:00

【水 俣】 水泳

4/23～11/26（日曜日）全8回

水俣市総合体育館温水プール

10：00～12:00

【水 俣】 陸上

4/9～11/12（日曜日）全8回

エコパーク水俣陸上競技場

10：00～12:00

※【宇 城】 ボウリング

5/13～7/1（土曜日）全8回

松橋ボウリング場

10：00～12:00

【熊 本】 ボウリング②

5/13～7/1（土曜日）全8回

水前寺スターレーン

19:00～21:00

※宇城のボウリングの日程が変更になっています。また参加費と負担金合せて５５０円です。
※水泳（熊本）の日程及び場所が変更になっています。
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スペシャルオリンピックス日本・熊本
GO（ゼネラルオリエンテーション）・A（アスリート）理解・陸上・水泳競技
コーチクリニック開催のご案内
早春の候、皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。さてこの度、スペシャルオリンピ
ックス日本・熊本にて、下記のとおりコーチクリニックを開催しますのでご案内いたします。
＜実施日＞

平成 29 年 6 月 4 日（日）

＜会

宇城市不知火公民館

場＞

／ 不知火体育館 ／

不知火温泉プール

〒869-0552

＜資料代＞

宇城市不知火町高良 2273-1

℡：0964-32-0277

宇城市不知火町高良 2348

℡：0964-32-6678 （プール）

300 円

＜スケジュール＞
【GO・A】

平成 29 年 6 月 4 日（日）
9：00～ 9：20

開会宣言・トレーナー紹介・注意事項

9：20～10：50

ゼネラルオリエンテーション

10：50～11：00

休憩

11：00～12：00

アスリート理解

12：00～13：00

昼食・休憩

【陸上競技】 部屋移動

【水泳競技】

＜講師＞

13：00～14：00

陸上競技講座（座学）

14：00～14：20

休憩・着替え・体育館へ移動

14：20～16：20

陸上競技実技

16：20～16：50

修了証授与・閉会宣言・撤収

13：00～14：00

水泳競技講座（座学）

14：00～14：20

休憩・プールへ移動・着替え

14：20～16：20

水泳競技実技

16：20～16：50

修了証授与・閉会宣言・撤収

GO・A：島田龍太郎トレーナー
陸上競技：八塚奈保子トレーナー
水泳競技：山田省子トレーナー

＜持ち物＞

陸上競技にふさわしい服装、体育館シューズ、水着、水泳キャップ、タオル

5
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飲み物（水分補給用）筆記用具等
＜申込みについて＞
コーチクリニックの受講は
1.ゼネラルオリエンテーション
2.アスリート理解
3.スポーツ競技の講義（座学）
4.スポーツ競技の実技
上記４つを同時に受講することが SO のガイドラインで決められています。
また、認定コーチ資格取得を望んでおられる方で、やむを得ない理由により同時に受講できない場
合は、1 年以内に不足分を受講することが定められています。
※ 今回、上記の理由で GO・A のみの受講を希望される方は、事務局へご相談ください。
＜申し込み方法＞

申込書に記入し、事務局へメールまたはＦＡＸして下さい。

＜申込み期限＞

2017 年 5 月 29 日（月）厳守

コーチクリニック申込用紙
該当するものに〇印をつけてください。

（
（

）GO・A、陸上競技コーチクリニックに参加を申込みます
）GO・A、水泳競技コーチクリニックに参加を申し込みます

（地区組織）：

名前：
（ 男 ・ 女 ）

年齢

歳

住所：〒
℡：
（日中連絡がつく番号を書いて下さい）
お弁当（500 円）を準備いたします。必要な方は個数を記入してください。
（当日のキャンセルはできません。
）

・弁当を注文します。

個

※ 資料代とお弁当代は、当日受付でお支払いください。
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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寄付金控除について

スペシャルオリンピックス日本・熊本は、知的に障がいのある人たち（アスリート）にスポー
ツプログラムとその発表の場である競技会の場を提供し、スポーツを通して自立を促し、地域の
中で生き生きと暮らしていける共存社会の実現を目指しています。
スぺシャルオリンピックスの活動には、
・日常のスポーツプログラムの練習
・熊本県地区大会の開催
・県外で開催される競技会への遠征
・コーチによる引率やコーチの技術レベルアップ研修
・世界大会への参加
・アスリート会のイベント
・SO 競技の体験会 等々
があります。これらすべてが、会費収入と皆様のご寄付で賄われています。活動が充実し継続し
ていくためには、会員増強と皆様のご寄付を必要としています。どうか皆様の温かいご支援をお
願い致します。
ご寄付の税額控除、ご存知ですか？
SON 熊本に寄付をすると税法上の
優遇措置を受ける事が出来ます。

最大で寄付金の
約 50％
の減税効果

確定申告時に所得控除または税額控除を選ぶことが出来ます

「寄付金控除」が受けられる個人での寄付
所得税の寄付金税額控除

個人住民税の寄付金税額

寄付金合計額が年間総所得

控除

相続税の非課税措置
相続財産を相続税の申告期間

金額の 40％が限度

総所得金額の 30％が限度

内（10 か月）に寄付・申告す

寄付金控除額は所得金額の

控除率は県指定は 4％

ることで相続税の課税額から

25％が限度

市町村指定は 6％

除外され非課税となる

双方指定は 10％

例えば、スペシャルオリンピックス日本・熊本に
20,000 円のご寄付をいただいた場合（課税所得金額 500 万円の方の場合）
所得税
住民税

(20,000 円－2,000 円)×４０％＝7,200 円
720 円(都道府県民税)+1,080 円 (市区町村税)＝1,800 円

所得税と住民税で 9,000 円の減税

「損金算入」ができる法人でのご寄付
寄付金全額が損金に算入でき、一般寄付損金算入限度額と別枠で損金算入できます。

認定 NPO 法人

スペシャルオリンピックス日本・熊本
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コーチクリニック
3 月 12 日（日）

きつい競技であるスノーシューイン
グを楽しく練習するゲームを教えて
もらいました。実際の練習で早速や
ってみたいと思いました。

2017 年 6 月 2 日発行（日刊）

☆スノーシューイング 東部交流センター 和室・芝生広場。
☆テニス 合志市総合健康センター「ユーパレス弁天」・クラージュテ
ニススクール。
☆ボウリング 健康ふれあい広場（一般社団法人くまもと復興支援セ
ンター）・水前寺スターレーン。
それぞれの会場で座学と実技の競技コーチクリニックが開催され計
45 名が参加しました。

講師にＳＯＮ・福岡の田代知博氏をお
迎えして 座学は合志市「ユーパレス
弁天」で実施しました。参加者 19 名。
評価シートの項目が増えてかなり詳しく
なったことや、レベル分け・コートのサイ
ズやボールの種類の説明、また競技中
のマナーや 2018 年 NG 愛知での実施
要項についてもお聞きしました。実技は
合志市クラージュテニスクラブで体験し
ました。

「がんばっています 九州」

アスリートの中に見られる、両手
投げや助走なしでの投球を実際
体験して、その困難さを体感しま
した。またボウリングシューズの
特徴などについても初めて知る
こともありました。

2017 年度全国代表者会議に参加して

第 1 回チャリティー茶会に
お誘いいただきました

SON・熊本事務局長 中村勝子

4 月１５日 総合教育「イクセルシャ」様からホテルオークラ 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があ
り、アスリートや土井尚典理事など関係者 24 名が参加しました。
お茶席では、佐世保北高校の学生さんがお運びのお手伝いをされ、ア
スリートたちは少し緊張しながらお菓子と抹茶を頂きました。茶会の後は
「早岐 THE 熟年組」の皆様の力強い よさこいダンスパフォーマンスが披露
され 参加者も一緒に身体を動かして楽しみました。
数ある団体の中から SON・熊本に声を掛けて下さり、交通手段からホ
テルでのランチまで提供して頂き、本当にありがとうございました。またホ
テル関係者や地元の方々の温かい歓迎に心より感謝申し上げます。

８

去る 4 月 8・9 日に開催された全国代
表者会議に、内藤コーチと出席してきま
した。他地区の活動内容の共有、自地
区の問題解決について活発な意見交換
がありました。今の SON 全体の動きは、
ユニファイドスポーツを拡大させる方向
にあります。熊本でも少しずつ実施して
いますが、パートナー（アスリートと一緒
にプレーする人）と力を合わせて活動す
ることにより、アスリートのより高い競技
力・協力体制・仲間意識の構築が期待さ
れ、社会の中に信頼できる仲間が増え
ることになるでしょう。そして、発足当初
から目指してきた共生社会の実現がより
早く、強く可能になる気がします。ともに
練習したアスリートとパートナーが選手と
して世界大会に出場し、友情を分かち合
い、勝利を目指す日がそこまできていま
す。
帰りの飛行機内では、ハードだった研
修会の疲れと、これからの希望が入り混
じり、熱いものがこみ上げてきました。
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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 3/1～4/30 受付分 敬称略 順不同）
【個人会員】
釣谷智美（2/28）柿本英行 田畑公子 中原聡 松村忠彦 横田真喜子 武内千鶴子 菊池朋昭 松野治子 武田秀美
森恭代 山本緑 荒木常人 仁志浩一郎 佐々木優子 平倉真由美 清原英雄 清原協子 牧野智子 若松真由美
大木京子 藤本豊 西村順子 村上和代 山本博子 吉村美和子 木村奈保美 松村千津代 野々口文哉 高島徳子
河田博子 藤本昌信 早川典子 早川和代 緒方裕次郎 雲井昭充 吉田圭助 眞鍋和代 中村知恵子 浜島慧
渡邉廷余 中村友花理 林健司 田端映規 吉本真紀 浦上郁子 吉本春菜子 木村良子 橋本三�
羽田野廣史
木戸内富子 中村邦雄 中村勝子 関美起子 紫垣セツ子 山内航太朗 一村智恵子 新鹿遥音 岩下勝己
松川津喜子 糸山幸子 西利明 山野秀勝 宮嶋輝美 右田邦子 山本勇一 西木一美 吉海真由美 大宅清美
永井崇雄 村山陽子 田島光枝 平井美紀 中川久美子 杉田芳子
青木珠恵 北本恵美子 安樂晶之 木村敬 山中英稔

【団体会員】
社会福祉法人照徳の里

医療法人社団牧野皮膚科医院

株式会社大劇

【個人賛助会員】
釣谷勇太（2/28）林純子

田畑周平

草野航世

坂元郁夫

武内亮

小﨑光男

小﨑雅美

菊池健吾

松野幸生

武田匠平 森一起 山本規仁 佐々木健成 佐々木康隆 平倉武士 清原渚子 牧野安佐子 若松和輝 大木啓司
大木眞一 西村有加里 村上和康 山本彗太 吉村祐貴 木村拓哉 松村真人 斉藤栄己 野々口朋子 高島祐一郎
山弘貴 河田晃希 白ケ澤強 白ケ澤京子 藤本和也 緒方貴範 緒方裕樹 須﨑顕 須崎美穂

野中麗子

亀

雲井風太 吉田昇平 眞鍋光 山村夏主磨 中村伊織 渕上義健 岡村圭祐 池田景子 渡邉岬 吉本義賢
吉本ヒデ子 浦上佳乃 吉本圭史朗 吉本留美子 窪島武志 成田浩子 橋本洋悟 羽田野史佳 関貴弘 坂元洋介
坂元秀伍 高口真太朗 紫垣千代子 井澤強太 山内正和 山内るみ 吉見幸一郎 一村太賀 安達初美 松川雅治
田中陽一 糸山誠悟 岩尾妃奈子 服部敬子 西真由子 田淵龍哉 山野紗弥 井芹さゆり 宮嶋彩花 右田哲治
吉村直樹 吉村太輔 吉村節子 岡元沙織 西木海仁 西木拓海 内野将太 吉田友恵 吉海雄翔 渡邉茉侑 村山恵
田島衆一 田島千尋 上野友里愛 平井悠貴 池松壽勝 中川美季 中村朋雅 青木菜美 北本藍人 安樂瑛久
溜渕清裕 山中悟嗣 東山友海

【ご寄付等有難うございます（2017 年 3/1～4/30 受付分 敬称略
小座本明美（2/6）赤星建次 有限会社大瀬運送
緒方初美 細川佳代子 釜崎安喜子
第１６回チャリティー茶会

安達初美

順不同）

メイプルサウンズ

臨時総会報告

５月１４日に泰勝寺跡にて行われます。当日券も用意して
おりますので、是非おいでください。
時間：10 時～14 時（受付）
お茶券：1000 円(抹茶席・煎茶席)

会費納入のお願い
「2017 年会員・賛助会員 新規ご加入・ご継続のお
願い」と振込用紙を同封しています。ご覧いただき、
皆様のご協力をお願いします。尚、このニュースレタ
ー「らぽーる」の発送費用は、この会費で賄っており
ます。
5,6 月号内容
・世界大会報告、チャリティーバザー
・コーチクリニック・スケート体験会報告 ・ハウス
テンボス・チャリティー茶会ご招待報告
・スポーツプログラム・SP 参加費・寄付金控除につ
いて・コーチクリニック案内、行事予定など
「らぽーる」をカラ―でご覧いただけます。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ スペシャルオリンピックス日本・熊本 検索

喜多朋子

真和高校 3 年 2 組

2017.3.20

～プログラム参加費について～
通常総会で審議保留となっていました【スポーツ
プログラムの参加費について】の議案は、臨時総会
で承認されました。これにより議案の内容である
1. プログラム参加費は一律１回２００円
2. 会場費などにかかる費用については、
参加者負担７０％、ＳＯＮ・熊本負担は３０％
ということが臨時総会後から施行されます。また、
これに関連のある【事業計画案】と【活動予算案】
も承認を頂きましたことをご報告いたします。皆様
のご協力に感謝いたします。
さらに詳しいことについては、各プログラムのコ
ーチにお尋ねください。
事務局長 中村勝子
日

曜日

14

日

日

曜日

4

日

2017 年 5 月の行事予定
第 16 回チャリティー茶会
2017 年 6 月の行事予定
陸上・水泳コーチクリニック

※常務理事会・合同委員会・ＳＰ委員会常時開催
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