
QSKQSK(らぽーる)                            QSK（らぽーる）                  1997年 9月 18日第三種郵便物承認 通巻 6752号 2019年４月 6日発行（日刊） 

1      印刷は富士ゼロックス熊本㈱様のご協力を頂きました 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アスリート代表あいさつ 

 2月 25日午後 6時半より SON・熊本設立 25周年記念式典及びチャリティーディナーショーが、ホテル日航

熊本で開催されました。SO の活動を支援して下さる 730名のお客様が集い、設立当初から活動なさっている細

川佳代子 SON 名誉会長の乾杯のご発声で始まりました。赤池 優さんの美しいソプラノの歌声と光永 浩一朗さ

んの素晴らしいピアノの音色に感動で酔いしれました。また、WG 出場選手団が力強い決意表明を言ったあと

に、アスリートの仲間からの激励メッセージを書いたフラッグと心のこもったお餞別の品を渡しました。そし

て、有森裕子 WG 選手団長の『みんなで、がんばるぞ～！』の掛け声にアスリートの士気も高まったようです。 

SO の活動に対する温かい惜しみない拍手が会場いっぱいに広がりました。 

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 

2019年 

3,4月 

        アスリート委員長 桑畑 宣雄 

僕は小学６年の時、オーストリアのザルツブル

クでの冬季世界大会に、スピードスケートの選手

として参加して、５位、６位という成績を残しま

した。それ以来たくさんのプログラムに参加し、

今では水泳のアスリートコーチを務めるまでにな

りました。 

2019年の計画に、熊本県内のＳＯ空白地域に、

ブランチを新設したり、かつてのブランチを再開

させたり、また、アスリートを増員させることな

どが盛り込まれています。各自治体や地域の小学

校区の方々との共生がテーマだと考えます。そし

て将来的には、熊本県内全てのブランチ体制を築

き、気軽にスポーツプログラムに参加できるよう

にしたいです。 

最後に、これから 30周年に向 

けても、ＳＯの様々な挑戦が始ま 

ると思います。皆さん、しっかり 

とＳＯを支えていけるように頑張 

っていきましょう。 

社会福祉功労者として表彰 

中村勝子副理事長が熊本県知事より、社会福祉

功労者として表彰されました。 

「県社会福祉功労者及び団体等知事表彰」とは、

社会福祉の向上に特に著しい功績のあった者及

び団体で真に他の模範となるものに対し、その功

績をたたえるものです。 

SON・熊本及び SO日本設立を通し、知的障が

い者に対する理解や地域住民との協同の場を広

げてきた点が評価されました。表彰式は、2月 13

日（水）に熊本県庁で行われ、被表彰者を代表し

て中村副理事長が挨拶し、 

「今後も SOの活動を通して 

、社会的な認知の広がりと支 

えて下さる方々との連携を深 

めていきたい」 

とお礼の言葉を伝えました。 
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慈愛園パウラスホーム ホールにて通常総会が開催さ
れました。 
会員総数 268 名のうち委任状を含む 208 名の参加が

あり、提案事項について審議されました。 
今年度は、2020年 2月の冬季 NGに向けて冬季競技の

地区大会もおこないます！また、柔道プログラムが新設
されたり、バスケットボールプログラムも再開・新設、
ボッチャも 2地域で新設、と競技種目や地域も一層充実
する予定です！ 

2019 年度通常総会 
2019年 2月 17日(日)  

 

この日の流れ 

・理事会 
・保険・ボランティア登録 
・通常総会 

（１）開会 

（２）理事長挨拶                     

（３）2018 年度活動報告(ビデオ放映)                    

（４）感謝状贈呈式 

（５）2019 夏季ワールドゲーム 

アブダビ出場選手紹介 

（６）議長選出 

（７）議事録署名人選任  

（８）議案審議 

①第１号議案 2018 年度事業報告  

       2018 年度スポーツプログ

ラム活動報告            

②第２号議案 2018 年度決算報告 

       監査報告                            

③第３号議案 2019 年度事業計画(案）  

2019 年度スポーツプログ   

ラム活動計画(案) 

④第４号議案 2019 年度予算(案） 

⑤第５号議案 特定非営利活動促進法改正

に伴う定款変更について         

（９）設立 25 周年記念事業について 

（10）ブランチ認証状授与 

（11）その他 

（12）閉会 

 

 

理 事 会 

2018年度活動報告 
(ビデオ放映) 

感 謝 状 贈 呈 式 
 

昨年、日常のスポーツプログラムをはじめ、地区大会な
どで、会場や競技用具、賞品の提供、競技審判や大会ボラ
ンティア、チャリティー事業や寄付など、いろいろな形で
ご支援ご協力をいただいた、企業、団体、個人の皆様に感
謝状をお贈りしました。 

 

2019夏季ワールドゲーム 

アブダビ出場選手紹介 
 

通常総会 議案審議 

ブランチ認証状授与 

それぞれのブランチ
代表に潮谷理事長より
認証状が渡されました。 
 

 ワールドゲームへ参加するアスリート
への様々な方々からの応援メッセージ動
画が映し出され、その後山下コーチから
一人ずつ紹介がありました。また総会に
参加した皆さんからフラッグに応援コメ
ントが書き込まれました。 

玉名ブランチのアスリート 上杉
美歩さんが、福村コーチとともに司
会を務めました。 

司会は初めてな
ので緊張しました。 
おじいちゃんに

手伝ってもらって
家で４回練習しま
した。終わってホッ
としました。 



【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】　　　　         　　     　　　

　　　　　　希望にあふれる新しい年を迎えました。皆様お変わりなくお過ごしのことと思います。
  　 　下記のとおりプログラムを計画しておりますので 参加希望の方は、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となります※
 　　　　　　※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）

松本　朗
糸山　幸子

プログラム初日

200円／1回
+会場負担金未定

4／7(日)9：30～

サンライフ八代

3／23(土)

八代ブランチ

松本　朗　宛
八代市田中東町7-11-2

FAX(0965)33-3202

Tomoko1959@lib.bbiq.jp

川上　愛子　宛
御船町滝川1860-3

FAX(096)282-2654

江口　次朗

プログラム初日

場　所

【熊本】競泳
（土曜・水前寺）

【熊本】競泳
（日曜・アクア）

4/13～7/6 4/14～7/7

（土曜日）全８回 （日曜日）全8回

コーチトレーニング プログラム初日 プログラム初日

マネージャー 森下　直衞 森下　直衞

期　日

定　員 １２名 ２０名

参加費 200円／1回 200円／1回

説明会
ＳＯＮ・熊本事務局 ＳＯＮ・熊本事務局

4/6（土）10：00～

時　間 16：00～18：00 14：00～16：00

申込締切 3／22(金）厳守

申込先

FAX(096)288-2782

4/6（土）10：00～

チーフコーチ 森下　直衞 西嶋　昌子

3／22(金）厳守

ＳＯＮ・熊本事務局ＳＯＮ・熊本事務局
熊本市中央区千葉城町5-50 熊本市中央区千葉城町5-50

熊本メディアビル4Ｆ 熊本メディアビル4Ｆ

FAX(096)288-2782
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3/31～11/17

（土曜日）全8回 （土曜日）全8回 （土曜日）全10回 （土曜日）全10回 (日･祝)全17回

【熊本】ボウリング 【熊本】バドミントン 【熊本】ﾕﾆﾌｧｲﾄﾞｻｯｶｰ 【熊本】自転車

期　日
5/18～7/13 5/11～6/29 4/6～7/6 4/6～7/6

【熊本】サッカー

                       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

19：00～21：00 8：30～10：30 10：30～12：30

場　所
ナムコワンダーラ

ンド南熊本
長嶺中学校体育館

熊本大学教育学部
付属支援学校

熊本大学教育学部付
属支援学校

参加費
200円／1回
+ゲーム費

200円／1回 200円／1回 200円／1回

定　員 30名 15名 なし なし

熊本市中央区千葉城町5-50

チーフコーチ

コーチトレーニング

ＳＯＮ・熊本事務局

熊本競輪場

申込締切 5／13(月) 5／6(月) 3／23(土) 3／23(土) 3／25(月）

説明会
5／15(水)19：00～ 5／8(水)19：00～ 3／30(土)13：30～ 3／30(土)13：30～ 3／31(日)10：00～

ＳＯＮ・熊本事務局 ＳＯＮ・熊本事務局 ＳＯＮ・熊本事務局 ＳＯＮ・熊本事務局

明瀬　敬二黒田　雄一郎 平井　伸也 永井　崇雄 永井　崇雄

熊本市中央区千葉城町5-50

申込先

ＳＯＮ・熊本事務局ＳＯＮ・熊本事務局
熊本市中央区千葉城町5-50

ＳＯＮ・熊本事務局

熊本メディアビル4Ｆ

FAX(096)288-2782

熊本メディアビル4Ｆ 熊本メディアビル4Ｆ

FAX(096)288-2782FAX(096)288-2782

熊本メディアビル4Ｆ

プログラム初日

熊本市総合体育館
（屋内プール）

アクアドーム
（屋内サブプール）

【御船】スノー
シューイング

3/31～5/26

(日曜日)全８回

津志田河川公園

8：00～10：00

15名

【八代】SOボッチャ

4/7～5/26

（日曜日）全8回

サンライフ八代

10：00～12：00

なし

200円／1回

20名

10：00～12：00

熊本競輪場・本田
技研熊本製作所

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　　

マネージャー 菊池　佳奈 菊池　佳奈

ＳＯＮ・熊本事務局
熊本市中央区千葉城町5-50 熊本市中央区千葉城町5-50

プログラム初日

【宇城】ボウリング

5/11～6/26

（土曜日）全8回
松橋ボウリングセン

ター

10：00～12：00

プログラム初日 プログラム初日 プログラム初日

FAX(0964)33-6487

谷川　聖光

なし

550円／1回

5/11(土)10：00～

松橋ボウリングセンター

　スポーツプログラムのご案内 2019

5／7(火)

宇城ブランチ事務局

松岡　喜美子　宛
宇城市松橋町豊福1107-1

プログラム初日

200円／1回

3／31(日)7：30～

津志田河川公園

3／25(月)

御船ブランチ

FAX(096)288-2782 FAX(096)288-2782

熊本メディアビル4Ｆ

時　間 19：00～21：00
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FAX(096)272
-4505

FAX(0968)72-
4844

FAX(0968)72-
4844

FAX(0968)63
-0388

4/7（日）8：30
～　　サンバレー

ゴルフ練習場

日程後日連絡
熊本市総合体育館

【荒尾】テニス

【植木】陸上

【水俣】バドミントン

期　　間

1/20～3/24
（日）変則8回

2/2～3/23（土）
全8回

【人吉】ゴルフ

【熊本】卓球

【熊本】陸上

15：00～17：00

9：30～11：30

10：00～12：00

あさぎり町熊本クラ
ウンゴルフ倶楽部

熊本市総合体育館

パークドーム周辺

荒尾テニスコート

吉松小学校

深川体育館
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会　　　場

八代サンライフ体育
館

ＬＴＢボウル水前
寺・ナムコ南熊本

小国支援学校

小国支援学校

アクアドーム

あさぎり町高山総合
体育館

あさぎり町深田小学
校グラウンド

開
　
催
　
予
　
定
　
プ
　
ロ
　
グ
　
ラ
　
ム

コーチトレーニング プログラム初日 プログラム初日

プログラム初日

後日連絡 後日連絡

FAX(0966)63
-6904

FAX(096)272
-4505

【熊本】ボウリング

【小国】フロアホッケー

【小国】ボッチャ

【熊本】スケート

【人吉】バスケットボール

【人吉】陸上

FAX(096)288
-2782

チーフコーチ 緒方　義和 小﨑　光男

松家　幸男

マネージャー 藤本　恵美子

田島　光枝

申込締切 3/25(月） 4／22(月）

【玉名】フロアホッケー 2/22～4/26(金) 18：00～20：00 荒尾市緑ヶ丘小学校

現
在
開
催
中
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

3/3～4/21（日）
全8回

3/10～4/28
（日）全12回

3/3～5/19（日）
全10回

3/3～3/24（日）
全4回

2/24～4/21
（日）変則8回

9：00～11：00

10：00～12：00

申込先

ＳＯＮ・熊本事務局ＳＯＮ・熊本事務局

熊本市中央区千葉
城町5-50

熊本市中央区千葉
城町5-50

田島　千尋　宛

熊本メディアビル4Ｆ熊本メディアビル4Ｆ

荒尾市宮内785

説明会

定　員 15名 15名

申込先

柿本　英行　宛 緒方　初美　宛 緒方　初美　宛

水俣市陣内2-15-10
熊本市北区植木町今

藤293

FAX(096)288
-2782

4／26(金)19：；00～

荒尾市ふれあい福
祉センター

1/13～（第二日）
通年実施

1/13～（第二日）
通年実施

2/3～（日曜日）
変則8回

1/12～11/8
（土）全11回

1/13～11/24
（日）全9回

1/27～6/9（日）
全10回

時　　間

10：00～12：00

19：00～21：00

10：00～12：00

10：00～12：00

午後

18：00～20：00

3／8(金)

玉名ブランチ事務局 玉名ブランチ事務局

宮　貴美代　宛 宮　貴美代　宛

18：00～20：00

4／19(金）

【ブランチ】種目

【八代】フロアホッケー

なし

参加費
200円／1回

+会場費
200円

＋会場費未定

200円／1回
+会場費

18：00～20：00

場　所
サンバレーゴルフ練習

場
熊本市総合体育館

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

チーフコーチ 山下　敏子 松本　富子 永井　崇雄 岩下　勝巳 藤本　吉子

申込締切 3／15(金) 3／23(土) 4／20（土) 3／8(金)

荒尾支援学校

時　間 8：30～9：30 10：00～12：00

18：30～20：30

【熊本】ゴルフ 【熊本】体操

【荒尾】バレーボール

期　日
4/7～6/2 5月～7月

5/8～6/26

（日･祝）全8回 （日曜日）変則8回

（水曜日）全8回

マネージャー 柿本　英行 永田　清美 糸永歌代子・河田博子

コーチトレーニング プログラム初日

熊本市北区植木町今
藤293

玉名市山田367 玉名市山田367

200円／1回 200円／1回
200円／1回

+会場負担金未定
200円／1回

説明会

3／16(土)9：00～ 3／8(金)18：30～ 3／8(金)18：30～

水俣市総合体育館
玉名社会福祉協議
会ボランティアセ

ンター

玉名社会福祉協議会
ボランティアセン

ター

参加費
200円／1回

+会場費

横島　ゆとりーむ 長洲町プール

時　間 10：00～12：0016：00～18：00 9：30～11：30 10：00～12：00 13：30～15：30

定　員 10名 15名 15名 なし なし

場　所
水俣市総合体育
館温水プール

かがやき館 吉松小学校

【水俣】競泳 【植木】競泳 【植木】サッカー 【玉名】卓球 【玉名】競泳

期　日
3/24～10/27

4/6～4/27・
8/31～9/21

5/5～6/23 4/6～6/8 4/7～5/26

（日曜日）変則8回（土曜日）全8回 （日曜日）全8回 （土曜日）全8回 （日曜日）全8回

4
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ＳＯＮ・熊本ファミリー会の皆様へ 

第 18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 31年 5月 12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 

 

着物を準備します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 31日(日)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  TEL 096－288－2781 

FAX 096－288－2782 

             

      

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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    ２０１９年第７回スペシャルオリンピックス日本  

  九州・沖縄ブロック大会 in 長崎 

    熊本選手団を募集します！ 
今年度の九州・沖縄ブロック大会について、詳細が決定しましたので、お知らせします。 

▶今回の実施競技は陸上・競泳・テニスの３競技のみです。 

▶参加費・宿泊費は１１，０００円です（交通費別途、交通手段は未定）。 

▶参加を希望する方は以下詳細をよく読み、3 月 21 日（木・祝）までに、SON・熊本事務局あて

裏面の申込書を FAXまたは同内容をメールしてください。 

 

【目的】 

１．九州・沖縄ブロック内でスペシャルオリンピックスの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し、個々の成長を認め合うとともに、更なる目標を得る機会

とする。 

２．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すべての参 

加者との交流を深める。 

３. スペシャルオリンピックスの活動の啓発を目指し、アスリートに対する理解を深める。 

 

【主催】 2019年 第 7回スペシャルオリンピックス日本・長崎 九州・沖縄ブロック大会実行委員会 

 

【日時、場所】 １１月９日（土） 於：三菱重工総合体育館（長崎市淵町２－１８） 

開会式  １４時００分～１４時５０分 

交流会  １５時００分～１６時３０分 （内容）龍踊り、変面、瑞宝太鼓 他 

引継式  １６時３５分～１７時００分 

１１月１０日（日） 於：各競技会場 競技会  ８時３０分 ～ １５時３０分 

※熊本地区大会も同時期となる予定ですが、日程は重ならないよう実施します。 

 

【総参加人員(予定)】 選手団  ４２０ 人（アスリート ３３０ 人、コーチ ９０ 人） 

大会役員・スタッフ・ボランティア ３００ 人 

 

【実施競技、および熊本選手団予定人数】    

 

 

 

 

【競技規則】 本大会は、公式スペシャルオリンピックス夏季スポーツルール（2016年改訂版）に沿っ 

て行う。なお、本大会のローカルルールを設ける場合がある。 

 

【参加競技・種目数】 1人のアスリートが参加できる競技は、1競技、1種目とする。 

         ただし陸上競技は、１人２種目まで（リレー競技を除く）エントリーできる。 

 

 

 

 アスリート コーチ等 

陸上 １５名 ３～４名 

競泳 １０名 ２～３名 

テニス １６名 ４名 
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【実施種目】（全種目男女共通） 

 

【参加資格】いずれも、大会実行委員会が参加を認めた者、または地区代表者、選手団々長が認めた者。 

アスリート ①2017年 11月 1日～2019年 10月 31日に、ＳＯＮ各地区組織が提供した参加競技の

スポーツトレーニングプログラムに 8回以上参加した経験のある 8歳（2019 年 11 月

9日現在）以上で、ＳＯに登録していること。 

②大会参加にアスリートの同意が得られていること。アスリートが 20 歳未満の場合

には保護者の同意も必要である。 

コーチ 

補助コーチ 

①ＳＯの「認定コーチ」であること。（補助コーチはこの限りではない） 

②2017年 11月 1日～2019年 10月 31日に、ＳＯＮ各地区組織が提供した参加競技の

スポーツトレーニングプログラムに参加していること。 

その他 

スタッフ 

① スペシャルオリンピックス日本（または地区組織）の提供する「ゼネラルオリエ

ンテーション」及び「アスリート理解」を受講していること。 

② 2017 年 11月 1 日～2019年 10 月 31日に、ＳＯＮ各地区組織が提供した参加競技

のスポーツトレーニングプログラムに参加していること。 

 

【費用、宿泊等】 

① 競技参加登録（保険代等）および弁当代（２日目昼食）  １，０００円  

② 宿泊「矢太樓（やたろう）」一泊２食付き １０，０００円 （長崎市風頭町 2-1 TEL095-828-111） 

       ※選手団分の宿泊は確保済み、同行のファミリー等は各自手配 

  ③SON・熊本による参加費補助 

   アスリート 交通費および宿泊費として 1,000円補助 

   コーチ等  参加費 1,000円を補助、および交通費の半額を補助 

 

――――― 九州ブロック大会参加申込書 ※3/21（祝・木）締切※ ――――― 

 氏名                     所属ブランチ           

  

電話番号               

  

参加希望 ①区分（ アスリート ・ コーチ ・ 補助コーチ ・ その他スタッフ ） 

      ②競技（  陸上  ・  競泳  ・ テニス  ） 

      ③種目（                    ） 

実 施 種 目 競技会場 

陸 上 
トラック 100ｍ走、200ｍ走、1500ｍ走、3000ｍ走 長崎市総合運動公園陸上競技場 

長崎市柿泊町 2210 095-843-8100 リレー 4×100ｍ 

競 泳 

個人種目 

25ｍ自由形・25ｍ背泳ぎ・25ｍ平泳ぎ 

25ｍバタフライ・50ｍ自由形 

25ｍビート板付き自由形（キックのみも可） 

15ｍ水中歩行（アシスト可） 

長崎東公園コミュニティプール 

長崎市戸石町 199-2 

095-838-5705 

リレー種目 
4×25ｍフリーリレー 

4×25ｍメドレーリレー 

テニス 
個人技能競技 事前提出のエントリーフォームにより 

ＤＩＶを行い予選→決勝を実施 

長崎市営庭球場 

長崎市松山町１ 095-824-3728 シングルス 

SON・熊本事務局まで 

FAX：096-288-2782 

MAIL：so-nkuma 

@ceres.ocn.ne.jp 
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スペシャルオリンピックス日本・熊本 ２５年を振り返る 

設立２５周年スペシャルオリンピックス日本・熊本支援 
 

２月２４日日曜日、慈愛園パラウスホールで、ファミリー会を中心として SO ワークショップ

が行われました。４２名の参加でした。 

２５年の歩みを、中村勝子さんの話を中心に振り返りました。その思いを受けて、参加の

ファミリーで、SO のこれまで、今、そして未来をグループに分かれて語り合いました。その

後、アスリート、ファミリー、コーチ、ボランティアの代表にパネラーになっていただき、それぞ

れの立場でお話をいただきました。 

SO 活動で得た自信、なかま、共に生きる優しさを、参加者全員で共有できた温かい会に

なりました。                         （報告：スポーツ委員長 黒田 雄一郎） 
 

 SON・熊本の２５周年を祝うために、７3０名を超える来場者がありました。SO を日本で初めて実践した中村勝子さ

ん、細川佳代子名誉会長、三井嬉子会長、有森裕子理事長、潮谷義子 SON・熊本理事長から２５周年を迎えての心

温まるご挨拶がありました。チャリティーコンサートや夏季世界大会の壮行会も行われました。 

～熊本のアスリートを世界に～ 
 

2月 24日 

慈愛園パラ

ウスホーム 
～私たちの未来を考える～ 

 

SOワークショップ 
 

皆さんの応援を受け、がんばるぞ！コール！！ 

 
２５年の歩みを DVDで振り返り 

 

乾杯‼ 

 

細川 佳代子名誉会長と

三井 嬉子会長 

 

丸本  文紀実行委員長 

挨拶 

 

【内容】 

・DVD鑑賞 

・中村勝子副理事長講話 

・グループワーク 

・パネルディスカッション 

（アスリート、コーチ、ファ

ミリー、ボランティア） 

パネルディスカッション 

 

２月２５日（月）ホテル日航熊本 

光永 浩一郎さんと赤池 優さんによるコンサート 
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2019年度入会・会員継続ありがとうございます（2019年 1/9～2/20受付分 敬称略 順不同）  

【個人会員】中野友美 山浦幸一 糸永歌代子 鎌田のり子 馬場朋子 田中俊夫 
内藤邦子 山田隆 西郡隆信 栗秋淳子 風間悠子 中道通子 金森克江 村上重徳 大宅清美 山長やすゑ 
杉本真一 備後由喜江 須﨑美穂 前田耕一 林健司 工藤美喜子 小座本明美 江口次朗 白石ひろ子  
笹本和裕 西嶋昌子 村上和子 吉田圭助 本田香織 田畑公子 緒方夏子 塚本雄二 右田邦子 田上聖 
林田素行 中原公治 柿本英行 坂口隆幸 安樂貴子 井野常雄 山下律子 山下民翁 山内靖子 井澤厚子 
田村惠子 吉田祐一 吉田裕子 山部頼子 宮﨑歩美 森下直衞 牧野智子 小西盛夫 小西ツギ子  
 北神恭子 開田耕 小杉直 藤岡雅子 後藤和男 緒方裕次郎 小川薫 宮村純子 一圓留美子 
宮﨑進一 淵上廣子 大塚昭彦 大塚和昭 緒方義和 宮島まり 宮中由紀子 本田裕子 松永孝子  
吉本真紀 前田茂 岡﨑智幸 田中智子 

【個人賛助会員】山浦大樹 中島裕一郎 木原佑 宮本はるの 迫みゆき 山田和未 西郡隆雄 栗秋範子 
栗秋一彦 風間一朗 岡部壮汰 中道征太 金森考司 村上雄一朗 秋口憲輔 五嶋和明 大宅杏佳  
池田景子 酒井健二 山長誠 山長奨 山長由佳 小川雄大 小川弘子 須﨑顕 藤田道子 工藤利博 
小座本広海 宮崎真治 白石大輔 古江みさ子 笹本圭翔 村上直子 加藤勤子 加藤滋 吉田昇平  
田畑周平 緒方美央 緒方咲佳 塚本祐規 右田哲治 西田勉 井上勝世 吉田友恵 中原由貴 坂口洋子 
安樂晶之 井野陽介 山内隆史 吉田彩 山部和也 宮﨑大樹 窪島武志 牧野安佐子 溝口啓子 服部敬子 
北神飛翠 開田康太 古田壤 今関フサヨ 藤岡弘竜 高尾洋子 後藤崇志 立尾慎士 緒方裕樹 一圓舞 
宮﨑セツ 淵上真吾 大塚加代子 和田幸弘 和田裕 右田よし子 宮島大伸 宮中珠江 松永知子  
吉本ヒデ子 吉本義賢 白瀬貴美子 前田隆志 田中基幹 

【団体会員】味岡建設株式会社 
【団体賛助会員】医療法人社団牧野皮膚科医院 障害者支援施設しょうぶの里 
ご寄付等ありがとうございます（敬称略） 
田中俊夫 迫みゆき 備後由喜江 林田素行 医療法人ゆうこう会田尻クリニック 宮村純子 杉村ひとみ 
藤岡雅子 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

3 月の行事予定 

3 日（日） GOA・陸上・バスケ コーチクリニック 

14(木)～21(木･祝) SO夏季ワールドゲーム・アブダビ 

17 日（日） GOA・柔道 コーチクリニック 

4 月の行事予定 

20 日（土） 熊本ブランチ会 

５月の行事予定 

12 日（日） チャリティ茶会 

※常務理事会・合同委員会・ＳＰ委員会 随時開催 
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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              

 

 

 
「いじめを見て見ぬふりをしない、
お互いの違いを認め合い支え合う
社会づくりを目指そう！」の掛け声
のもと、総勢約 100 人で街中をパ
レードしました。SON・熊本からは、
黒田ひかりさんが元気よく参加して
くれました。 

SO ワークショップ 

～SO のルーツを知ろう！～ 

熊本 YMCA主催 2月 24日（日） 

ピンクシャツデーパレード 

 

3、4月号内容 
・チャリティーディナーショー ・2019年度通常総会 

・スポーツプログラム ・チャリティ茶会案内 

・九州・沖縄ブロック大会 in長崎熊本選手団募集 

・SOワークショップ ・ワールドゲーム選手団表敬訪問 

 

スケート体験会 2 月 17 日（日）  
菊陽サンリースポーツパレス アスパにてスケート体験会

が行われました。アスリート９名、コーチ２名、ボランティア
10名の参加がありアスリートの素晴らしい笑顔が見られまし
た。転んでも自分で立ち上がり滑っていました。昔からいる
コーチの子どもたちが助っ人として参加しサポートしてくれた
ことに感動しました。新しいコーチやアスリートの兄弟も他の
アスリートのサポートをしてくれました。保護者も発表会の時
は大きな声で応援してくれました。何とか今後スケートプロ
グラムを実施していきたいです。 

 
 
 

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。 

  

ワールドゲームに参加する選
手団は 3 月 7 日に熊本を出発
しました。それに先立ち県庁を
始め合志市・御船町・嘉島町・
荒尾市を表敬訪問しました。 


