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第二回チャリティー駅伝 

参 加 ア ス リ ー ト 募 集！ 

１）目 的：大会を通じて地域と YMCA の協働を図りながら地域社会貢献活動を展開する

障がいがある人もない人もともに生きる社会づくりへ向けて地域交流を図ります。バザー

などの益金は、ワイズメンズクラブを通して YMCA 等福祉を支援する団体に寄付します。 

２）日 時：2016 年３月２０日（日） ＊雨天時は、中止(前日連絡) 
      ９：３０～１０：００  受付 
     １０：００～            開会式           
     １０：３０～       競技スタート 
     １１：３０～       閉会式（表彰） 

３）会 場：益城町総合運動公園   上益城郡益城町木山 236  TEL：096-289-2433 
４）内 容 
1 チーム・アスリート 5 人（サポーターも OK）で宣言タイム方式によるチャリティー駅伝 
・益城運動公園内、3.4ｋｍを５人で繋ぐ（個人での参加の場合は、こちらでグループをつくります） 

・第１走者、トラック１周（400M）後、グラウンドコース（600M）を走ります。 
第２走者以降は、グラウンドコース（600M）となります。 

４）参 加 費：SON 熊本チームは、無料 
５）申込み締切：2016 年３月１３日（日） 
尚、合わせてバザー出店（施設や作業所）とボランティアも募集しています。 
   ☆ご出店の場合は、後日詳細をご説明します。 
主催：ワイズメンズクラブ国際協会日本区九州部、SON・熊本 
・・・・・・・・・・・・申 込 み ・・・・・FAX096-288-2782・3/13 〆切・・ 
 グループ名                   
 代表者名                 ※保護者名             
 参加者名 ①         （  才）②            （  才） 
      ③         （  才 ④            （  才） 
      ⑤         （  才）＊サポーター名      （  才） 
 住 所                                      
 連絡先     TEL                                FAX               
             メールアドレス                         

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
☆出店を希望する （施設及び作業所名）                  

   ☆ボランティア希望     氏 名                    



QSK（らぽーる）         1997 年 9月 18日第三種郵便物承認 通巻 5632 号  2016 年 3月 12日発行（日刊） 

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 
6 

 

スペシャルオリンピックス日本・熊本 
自転車競技コーチクリニック開催のご案内 

 
春寒の候、皆様にはますますご健勝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 28 年 3 月 20 日（日） 
＜会 場＞  熊本競輪場 
       〒862-0950 
       熊本市中央区水前寺 5 丁目 23 番 1 号 
            ℡：096-383-5215 

＜参加費＞  無料 
＜スケジュール＞ 平成 28 年 3 月 20 日（日） 
           9：00～9：20 集合・受付 
           9：20～9：30 開会宣言・トレーナー紹介・注意事項 
           9：30～10：30 競技座学 
           10：30～12：00 競技実技 
           12：00～12：15 修了証授与・閉会宣言・撤収        
           
＜講師＞  競技（座学・実技）  フランク・ソーントン氏（ＳＯＮ・広島） 
＜持ち物＞ 自転車競技にふさわしい服装、使用自転車、ヘルメット、飲み物、筆記用

具等 
＜問い合わせ・申込＞ 下記の申込書に記入し、事務局へメールまたはＦＡＸして下さ

い。 
＜申込み期限＞ 2016 年 3 月 16 日（水）厳守 
 
 

 
自転車競技コーチクリニック申込用紙 

 
（地区組織）：             名前：              

 
住 所：〒                      年齢    歳 
 
                      TEL：         
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スペシャルオリンピックス日本・熊本 
陸上競技コーチクリニック開催のご案内 

 
春寒の候、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 28 年 3 月 20 日（日） 
＜会 場＞  熊本大学教育学部附属特別支援学校 
       〒860-0862 
       熊本市中央区黒髪 5 丁目 17-1 
            ℡：096-342-2953 

＜参加費＞    無料 
＜スケジュール＞ 平成 28 年 3 月 20 日（日） 
           13：30～14：00 集合・受付 
           14：00～14：10 開会宣言・トレーナー紹介・注意事項 
           14：10～15：10 競技座学 
           15：10～16：40 競技実技 
           16：40～17：00 修了証授与・閉会宣言・撤収        
           
＜講師＞  競技（座学・実技）  渡邊 光春氏 
＜持ち物＞ 陸上競技にふさわしい服装、飲み物、筆記用具等 
＜問い合わせ・申込＞ 下記の申込書に記入し、事務局へメールまたはＦＡＸして下さ

い。 
＜申込み期限＞ 2016 年 3 月 16 日（水）厳守 
 
 

 
陸上競技コーチクリニック申込用紙 

 
（地区組織）：             名前：              

 
住 所：〒                      年齢    歳 
 
                      TEL：         
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スペシャルオリンピックス日本・熊本 

バスケットボール / サッカーコーチクリニック開催のご案内 
 

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 28 年 3 月 21 日（祝・月） 
＜会 場＞  高山運動公園体育館（バスケットボール）、グラウンド（サッカー） 
       〒868-0442 熊本県球磨郡あさぎり町深田東 1408   ℡ ：0966-45-5569 
       
       あさぎり町定住促進センター（ＧＯ・Ａ講義） 
       〒868-0442    

熊本県球磨郡あさぎり町深田東 1430   ℡：0966-45-5963 

＜参加費＞    無料 
＜スケジュール＞ 

 平成 28 年 3 月 21 日（祝・月） 
        （バスケットボール：高山運動公園体育館） 
        （サッカー：高山運動公園グラウンド） 
           9：00～9：30 集合・受付 
           9：30～9：40 開会宣言・トレーナー紹介・注意事項 
           9：40～10：40 競技座学 
           10：40～12：10 競技実技 
 

              12：10～13：00 移動・昼食・休憩 
 

（あさぎり町定住促進センター） 
           13：00～14：30 ゼネラルオリエンテーション 
           14：30～15：30 アスリート理解 
           15：30～16：00 修了証授与・閉会宣言・撤収 
＜講師＞  ＧＯ・Ａ講義                    玉城 清志氏（ＧＯ） 

清水 千代美氏（Ａ理解） 
バスケットボール競技（座学・実技）  清水 千代美氏 
サッカー競技（座学・実技）      玉城 清志氏 

＜持ち物＞  各競技にふさわしい服装、体育館シューズ、飲み物、筆記用具 等 
＜問い合わせ・申込＞ 下記の申込書に記入し、事務局へメールまたはＦＡＸして下さい。 

※ 弁当の手配をいたしますので、必要な方は申込用紙に記入をお願いいたします。 
    代金はお茶付きで 1 個 500 円です。 
＜申込み期限＞ 2016 年 3 月 16 日（水）厳守   

※  次ページに申込用紙があります。 
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バスケットボール競技コーチクリニック申込用紙 
 
（地区組織）：             名前：              

 
住 所：〒                      年齢    歳 
 
                      TEL：         
 

※弁当を注文します。（     ）個 
 
 
 
 

 
 
 

サッカー競技コーチクリニック申込用紙 
 
（地区組織）：             名前：              

 
住 所：〒                      年齢    歳 
 
                      TEL：         
 

※弁当を注文します。（     ）個 
 

 

 

 

 

 

 

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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                                  ２０１６年 3 月吉日 
SON・熊本ご支援の皆様                  

スペシャルオリンピックス日本・熊本支援 
     チャリティーバザー実行委員会 
       委員長   北本 恵美子 
 
 

  10  

   
 

2016 チャリティーバザー 
 

いつも スペシャルオリンピックスに 温かいご理解とご支援をいただきまして、心

よりお礼申し上げます。 
スペシャルオリンピックスをもっと多くの方に知っていただき、日常プログラムの

充実や活動の輪がさらに広がっていくことの一助になればと、今年もチャリティーバ

ザーを開催いたします。 
今年も昨年同様秋の開催となりますが、皆さま方 お誘い合わせのうえ、お出かけ

くださいますとともに、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 
 

                           

記 

 

日  時   ：   201６年 4 月 ３日（日） 

               11：００～14：００ 

場  所   ：   びぷれす広場 

販 売 品   ：  手作り品 ・ 未使用品など 

 

 

 

☆ お問い合わせ先 ☆ 

〒860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 熊本ﾒﾃﾞｲｱﾋﾞﾙ 4F(SON・熊本内) 

TEL 096-288-2781     FAX 096-288-2782 

E-mail so-nkuma@ceres.ocn.ne.jp 
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ＳＯＮ・熊本ファミリー会の皆様へ 

第 16 回チャリティー茶会の 

お手伝いアスリート募集 

日時：平成 28年 5 月 8日(日) 9：00～15：00 

場所：泰勝寺跡（立田自然公園内） 

内容：SON・熊本支援のチャリティー茶会で、着物を着てお抹茶やお菓子を   

運ぶお手伝いです 

 

※ 着物のクリーニング代をご負担いただきます 

※ 昼食は準備します 

 

着物を準備してくださるのでお手伝いできるアスリートの 

① 名前 ②性別 ③身長 ④体重 

を 3 月１8 日(金)までに、事務局に FAX でご連絡下さい 

    尚、応募者多数の場合はこちらで調整させていただきますので何卒ご容赦 

下さい 

 

連絡先：SON・熊本事務局  TEL096－288－2781 

FAX096－288－2782 

          
      

チャリティー茶会お手伝い申し込み 
お名前（                   ） 
連絡先電話番号（               ） 
性別 （ 男 ・ 女 ）  身長（       ㎝）  体重（       ㎏） 
着物の準備 （ 要 ・ 不要 ） 
参加時間 （ 9：00～12：00 ・ 11：00～15：00  ） 
                    ※希望の時間帯に○印をつけてください 
その他（                                   ） 
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2016 年 3 月 

スペシャルオリンピックス日本・熊本各ブランチのアスリートの皆さんへ 

各ブランチにアスリート会をつくることと 

代表アスリートの決定についてのお願い 

 
スペシャルオリンピックス日本・熊本 
アスリート会  委員長  藤本 豊 

 
各ブランチのアスリートの皆さんは、プログラムを元気で頑張っていますか？ 

アスリート会は毎月第 2 土曜日の午後 2 時から 3 時まで熊本市の事務局で活動を行っています。 

しかし、熊本市から遠いブランチのアスリートがなかなか参加しにくいようです。アスリート会では、毎年、

山都町の丸山ハイランドでキャンプをしたり、いろいろなところに出かけて行ったりして勉強しています。 

そして、自分たちのいろいろな問題を解決するために話し合いをしています。 

そこで、各ブランチで、いろいろな活動をするアスリート会を作ってください。 

また、アスリート会の活動の連絡などをするために、各ブランチのアスリート会の代表者を一人決めて欲し

いと思います。下記の用紙を 3 月末日までに事務局へ、FAX(096-288-2782)で返事をしてください。そして、

アスリート会の活動に参加してください。本年の活動の予定を裏に書いていますので、アスリートの皆さんよ

ろしくお願いします。 

  

・・・・・・・・・・・・・・・・・FAX 用紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  
アスリート会 委員長 藤本 豊 様 

    
     ブランチ名(                      ) 
          アスリート会ブランチ代表者 アスリート氏名 (                               ) 
                   ファミリー氏名 (                               ) 
                           連絡先 電話番号 (                                       ) 
 
各ブランチでアスリートがプログラム以外で行っている活動を書いてください。 
（例えば）私たちのブランチでは、○○施設の福祉祭りに毎年参加します。 
○ 
○ 
○ 
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新潟アサヒアレックスアイスアリーナ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

冬季ナショナルゲーム新潟大会

開会式 ＠朱鷺メッセ 地元の方々の温かい歓迎 

フロアホッケー 
   ＠朱鷺メッセ 

フィギュア＆スピードスケート 
＠新潟アサヒアレックスアイスアリーナ 

スノーシューイング

＠五日町スキー場 

閉会式  
＠南魚沼市民会館

2016 年 2 月 12 日～14 日 
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日 曜日 2016 年 3 月の行事予定 

12 土 アスリート会（事務局） 

20 日 
YMCA チャリティー駅伝 

自転車・陸上コーチクリニック 

21 月 バスケットボール・サッカーコーチクリニック 

26・27 土・日 事務局長・SP 委員会全国会議 

日 曜日 2016 年 4 月の行事予定 

3 日 
チャリティーバザー（びぷれす広場） 

バザー終了後、アスリート会花見（熊本城）

  常務理事会・合同委員会常時開催 

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  ： 2016 年 3 月 4 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） 

 

 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              

2016 年度入会・会員継続ありがとうございます（2016 年 1/1～2/22 受付分 敬称略 順不同）     

【個人会員】  橋本義喜 田嶋尚代 永見京子 中村友花理 本田香織 工藤美喜子 玉眞洋子 今村和博 松尾和子 村上重徳  

田上聖 中島昌道 中島和子 永井カオル 保田清美 小座本明美 山本博子 濵砂桜太 飯嶋輪 谷口礼子 福田幸範 武藤徳子  

宮村純子 緒方義和 緒方夏子 前田拓海 前田あゆみ 大塚昭彦 大塚和昭 後藤崇志 中島裕一郎 中島瑠菜 本田禎治 小杉直  

藤井智子 栗山紀美子 宮島まり 北野美津代 田上航大 隅田清 林田素行 牧野智子 田中俊夫 大嶌エイコ 田村惠子 西木一美

田尻久富 川﨑順一郎 平山めぐみ 平山峰子 松尾興和 村上和子 毛利元 毛利秀士 毛利ラン子 山田省子 那須二郎 那須五恵

北神飛翠 品川淳一 浦中公明 浦中由美子 髙田浩子 杉野直矢 中原由貴 上村かおり 上村千代子 兒島琢也 延岡研一  

細川佳代子 山下民翁 山下律子 河田博子 西郡隆信 楠本千秋 井野常雄 塚本雄二 西嶋昌子 椋野正信 杉田芳子 古荘文子

武宮公子 駒田利子 駒田幸之介 赤星和明 栗秋範子 三森加代子 寺尾孝子 白石ひろ子 松本朗 永井崇雄 本田琢也 亀山弘貴

本田直也 井上誠一 吉田祐一 吉田裕子 銅城ひとみ 山長やすゑ 藤本和也 中川浩昭 鍬田経雄 西田勉 川村隼秋 風間一朗  

松本信久 村山陽子 絹原美加 木庭良成 備後由喜江 坂本正 齊藤裕美 加藤勤子 明瀬敬二 森千代子 龍巧真 塚本真一  

早野鷹王 江口次朗 宮崎真治 吉尾覚史 森田淳一 松永孝子 竹内正二郎 山本直美 内藤邦子 竹屋純子 岩崎秀幸 園田健治

藤本豊 地野美津代 藤岡雅子 黒田ひかり 黒田雄一郎 樋口秀樹 佐々木優子 中原聡 福村美枝子 緒方ゆうか 北島和子  

北島宣夫 潮谷義子 宮﨑進一 岩田祥子 渡邊四季 林安基子 小西盛夫 小西ツギ子 與縄義昭 川上愛子 木戸内富子 田中智子

緒方愛 緒方初美 村上和代 田畑公子 右田邦子 岡本峻平  
 

【団体会員】  熊本りんどうライオンズクラブ 人吉電気工事㈱ ソニー生命保険(株)熊本支社 （資）中島石油  

一般財団法人熊本県スポーツ振興事業団 ㈱熊本放送  
 

【個人賛助会員】  西本勝則 永田鈴夏 橋本あゆみ 田嶋順 和田幸弘 工藤利博 玉眞聖那 玉眞健登 今村颯 松尾幸和  

村上雄一朗 小座本広海 小座本守 飯嶋一郎 飯嶋千鶴 赤星幾代 窪島武志 緒方美央 緒方咲佳 大塚加代子 後藤和男  

宮島大伸 武宮公子 池松壽勝 西木海仁 西木拓海 村上直子 那須響 北神恭子 品川征士 浦中賢 中原公治 上村敏継  

兒島重則 兒島豊子 井野陽介 河田晃希 西郡隆雄 塚本祐規 藤本吉子 赤星素美 栗秋一彦 栗秋淳子 五嶋和明 大木啓司  

大木眞一 大木京子 白石大輔 酒井健二 本田育子 福田邦子 古谷咲貴 本田浩二 本田啓子 溝口啓子 吉田彩 米光由美  

釼晃太 釼由美 銅城裕明 山長誠 山長奨 山長由佳 緒方庸元 糸永歌代子 岡部晴美 許田重治 三井邦子 前島睦 植田和江  

植田大仁 中川竜也 右田よし子 風間悠子 濵砂佐織 角田恵美 村山時男 村山恵 竹本尚代 木庭良愁 角田昭子 加藤滋  

龍みつこ 池田景子 松永英裕 秋口憲輔 村端宏映 塚本博文 早野奈奈 森田浩二郎 竹原宗二 松永知子 山本幸子 河野静江

佐藤ふみよ 吉田友恵 藤岡弘龍 樋口ふみ子 佐々木健成 佐々木康隆 安東節子 古江みさ子 井上浩二 林郁子 服部敬子  

吉見幸一郎 田中基幹 戸田瑞穂 村上和康 堀口幸大 瑞穂信也 田畑周平 右田哲治 岡本雅美 
 

【団体賛助会員】  ㈱ザ・キッド 医療法人社団牧野皮膚科医院 ㈱マツオ HDC （有）美研ミニメイドサービス熊本店  

公益財団法人熊本 YMCA 障害者支援施設しょうぶの里 社会福祉法人愛育学園 国際ソロプチミスト熊本-さくら 
 

ご寄付等ありがとうございます（2016 年 1/1～2/22 受付分 順不同）   

工藤美喜子 山田省子 中満いく子 赤星健次 赤星少佳子 高塚久美子 国際ソロプチミスト熊本-わかば 西田勉 田中俊夫 

釜埼安喜子 備後由喜江 竹屋純子 古江みさ子 細川佳代子 松尾和子 中原由貴 兒島琢也 許田重治 

  

３,４月号内容物 
・総会を終えて、NG 新潟報告会 ・総会 
・スポーツプログラム・ﾁｬﾘﾃｨｰ駅伝申込 
・SO バザー・コーチクリニック（４枚） 
・アスリート会年間計画 
・ﾁｬﾘﾃｨー茶会、お運びアスリート募集 
・NG 冬季新潟大会報告・会費納入、行事予定など

会費納入のお願い 
 「2016 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。 

「らぽーる」の送付について 
 「らぽーる」の紙面及びチラシは、以下にあるように SON・

熊本のホームページでご覧になれます。送付の必要のない方

は 、 事 務 局 へ FAX(096 － 288 － 2782) 、 又 は Email ： 

so-nkuma@ceres.ocn.ne.jp にご連絡ください。発送費の削減にご

協力いただけるとありがたいです。 

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 

「らぽーる」を WEB でご覧いただけます。 

  


