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地区大会が近づいてきました。アスリートの皆さんは、日頃の練習を頑張っておられる事でしょう。 

今回の開会式・交流会には、地元のゆるキャラや九州学院高校チアダンス部員の応援等、また大江地

区の方々から手料理が振る舞われる予定です。どうぞお楽しみに！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

競技 期日 会    場 

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

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

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 11 月 26 日（日）10：30～14：00 嘉島町総合運動公園 多目的競技場 

2017年 10月 14日（土）10:30～12:00 

熊本学園大学 高橋記念ホール 

第１４回 SON・熊本地区大会スケジュール 

2017年

9,10月 

開会式終了後、交流会と並行して開催 

眼科・歯科・専門家による栄養指導＆よろず相談 

 

 
2017年 11月 26日（日）陸上競技終了後 

嘉島町総合運動公園 多目的競技場 

～地域の絆で輝けアスリート!!～ 

印刷は富士ゼロックス熊本㈱様のご協力を頂きました 

閉 会 式 

開 会 式 

H  A  P 
（ヘルシーアスリートプログラム） 
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アスリート会 サマーキャンプ報告 

SON・熊本・植木ブランチ１０周年記念事業 
 

2017年  
ユニス・ケネディ・シュライバー・デー 

8.19(土)  潮谷理事長講演 『共生社会に向けて』 
ボッチャ体験交流 

～熊本市立吉松小学校体育館～ 
 
 

植木ブランチは発足して 10 年目を迎えました。 

3 年前から地域の方々と共にボッチャプログラムを行っ

ています。誰もが楽しく暮らせる共生社会をめざして SO 

の活動を理解いただき、地域の方々と共に活動を広げてい

くため、潮谷義子理事長の講演に続きアスリート、ファミ

リー等の発表、ボッチャ体験を行いました。 

当日は地域住民、自治会、学校他各種団体の 250 名程の

参加がありました。講演はこれからの生き方に勉強になっ

た、アスリートの発表は頑張りに感心した、ボッチャも楽

しかったとの感想が寄せられました。 

これからもさらに、地域住民とともに共生社会を目指し

て頑張っていきたいと思います。 

（植木ブランチ 中原） 

※「ユニス・ケネディ・シュライバー・デー」とは・・・ 
スペシャルオリンピックスの創始者ユニス・ケネディ・シュライバー氏の記念日です。シュライバ
ー氏はスペシャルオリンピックスを通じ、知的発達障がいのある人達のエンパワーメントを実現し、
知的発達障がいのある人達に対する社会の否定的な固定観念や差別的態度を変えるため、その生涯
を捧げました。この記念日に合わせて全国の SO 地区組織では、ユニファイド・スポーツ・イベン
トが行われます。（今年から 7 月 20 日が記念日となりました。） 
 

9 月 19 日～20 日にかけて、山都町丸山ハイランドで、アスリートキ

ャンプがありました。総勢 45 名の参加があり大自然の中で様々な活動

を楽しみました。 

1 日目は、昆虫採集。琉球大学農学部教授の立田先生が、丸山に生息

する虫や生き物について詳しく教えてくださいました。最初はおそる

おそる虫に触っていたアスリートも後では平気で、キリギリスの雌雄

も見分けられるようになりました。夜はバーべキューに舌鼓。その後

参加者みんなで発表会をしました。自分の頑張ってる事や仕事、将来

の事などを伝え合い、最後はみんなで歌を歌い、花火を楽しみました。 

２日目は班に分かれてブルーベリーの収穫をしました。暑い中みん

な頑張りました。畑仕事の後は歯科衛生士の方が歯磨き指導をしてく

ださいました。 

盛りだくさんの２日間でしたが、自然を満喫して絆を深めることが

できました。            （報告：黒田実行委員長） 
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*日 時 :鐸 ◎月 橿4日① 10時 30分～11時 40分
*場所 :熊本学園大学 高橋記念ホール

*日 日寺 :埴 ⑬月 罐繰日① 12日寺～13日寺

*場所 :熊本学園大学 学生食堂

*参加費 :500円
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サッカー (慶誠高校)。 テニス (熊本学園大学)

ボッチャ (大江小学校)。 ボウリング (namcoワ ンダーシテイ南熊本)

自転車 (熊本競輪場)。 フライングディスク (白川中学校)

馬術 (夢☆大地グリーンバレー)。 バレーボール (荒尾市体育センター)

水泳 (アクアドーム)・ ゴルフ (熊本空港カントリークラブ)

陸上 (嘉島町総合運動公園 。多目的競技場)

嘉島町総合運動公園・多目的競技場

参加申込みはウラ面へく壼汗
⊃
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スペシャルオリンピックス日本・熊本
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●日 時 :10月 14日 O:lo時 30分～11時 40分
●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番 1号

●参 加 費 :無料   ※駐車場がございませんので公共交通機関をご利用下さい。

襲 会
●日時:10月 14日① :12時～13時

cl議T馨篭鷲硯J

●会 場 :熊本学園大学 学生食堂

●参カロ費 :500円 眺申込
ζみ 二鷲鍵螺

`駐

斃零[庸
訣の上、

:きI:去

●日 時

●会 場

●参加費
●内 容

10月 14日① :13時～14時 30分
熊本学園大学 学生食堂

無料

歯科・眼科・栄養相談・なにでも相談コーナー

予
:寺

競技名 期  日 場

サ ッ カ ー 10月 14日① l鷲

:‰ 慶誠高校グラウンド

テ  ニ  ス 10月 14日011:‰ 熊本学園大学テニスコート(雨天 :大江小体育鋤

ボ ッ チ ャ 10月 15日O 腎
`‰

大江小学校運動場 (雨天 :同体育館)

ボウリング 10月 15日011:‰ namcoワンダーシテイ南熊本

自 転  車 10月 15日0 11‰ 熊本競輪場

フライングディスク 10月 15日01ヤg‰ 白川中学校運動場 (雨天:大江4燃講 )

ゴ  ル  フ 10月 29日0119‰ 熊本空港カントリークラブ

馬 術 10月 29日O ttξ発夢☆大地グリーンバレー

バレーボール 10月 29日O l:‰ 荒尾市体育センター

水 泳 10月 29日01キ」猛アクアドーム

陸 上 11月 26日011'‰ 嘉島町総合運動公園 。多目的競技場

11月 26日O
嘉島町総合運動公園

多目的競技場

ボランテイアの申し込みや

スペシャルオリンピックス

の今を知るには右下の QR
コードを利用するか「スペ

シャルオリンピックス日本・

熊本」で検索してください。

アスリートの実顔をサポートlて、元気をもらいませL)?
大会運営や競技運営をお手伝いいただけるボランテイアを募集しています。

これまでスペシヤルオリンピックスと直接ふれあう機会のなかつた方も多いのではな

いでしょうか?

●特別な資格や経験等不要です。●老若男女誰でも可能です。

ホームページ ブログ FacebOok躙

●日 時:9月 13日③
19:00～ 20:30

●会 場 :熊本市大江公民館ホール

●日 時 :10月 28日○
19:00～ 20:30

●会 場 :未定 (後日連絡致 tます。)

開会式・交流会申し込み FAX096‐288‐2782 (締め切り/9月 25日O)
※定員になり次第締め切ります。

お名 前 所属 (会社名・グループ名など) こお菫絡 贅3(Eメ ールアドレス又はお電話番号)

開会式・交流会
0をお付けください。

開会式・交流会

開会式・交流会

【問い合わせ先】認定特定非営利活動法人 スペシヤ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‐ mai1/so‐ nkuma@ceresocn nejp HP:httpノ /www.son― kumamotojp
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２０１7 年第１4 回スぺシャルオリンピックス日本・熊本地区大会  

10 月 14 日より 11 月２6 日まで、11 競技を熊本市、荒尾市、阿蘇市、嘉島町で開催します。 

 つきましては、大会をお手伝い下さるボランティアスタッフの方への説明会を上記のとおり開催い

たします。ボランティアの内容や、集合時間などについて詳しいご説明いたしますのでご参加いただ

きますようよろしくお願いいたします。なお、ボランティアの申し込みをされていない方も、どうぞ

お気軽にご参加ください。（当日申し込みができます。） 

 すでに申し込みをされている方は、下記の出欠表をかならずご提出ください。 

≪熊本会場≫・・日程が変更になっているのでご注意を！！・・ 

２０１7 年  9 月 13 日（水）19：00～20：30 

         ・場 所：熊本市大江公民館ホール 
                熊本市中央区大江 6-1-85 ℡096-372-0313 

≪嘉島町会場≫  

２０１7 年 10 月 28 日（土）19：00～20：30 
      ・場 所：未定 ＊参加者に後日ご連絡します。 
                  

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

競 技 期日 会    場 

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

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

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 11 月 26 日(日)10：30~14：00 嘉島町総合運動公園・多目的競技場 

 

 

ＳＯＮ・熊本事務局（ＦＡＸ：096-288-2782） 行 

 

ボランティア説明会出欠表 
 

氏名                連絡先                

ボランティア説明会 

（   ）  9 月 13日(水) に 参加します 

（   ）10 月 28日（土）に 参加します  

（   ）参加できません 
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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  

陸上•総合閉会式 

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 ： 10 月 10 日（火）厳守 

 
 

＜申し込み＞ 

 

 

※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。 

 

   ※ 9 月 13 日 (水)  19:00 ~ 20:30  熊本市大江公民館ホール 

   ※ 10 月 28 日（土） 19:00 ~ 20:30  未定（嘉島町） 

 

   

     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 

11 月 26 日

（日） 陸 上 嘉島町総合運動公園 多目的競技場 ８：３０～１４：３０ 

11 月 26 日

（日） 閉会式 嘉島町総合運動公園 多目的競技場 １３：００～１６：００ 

期日 項  目 

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 

11/26 陸 上     

11/26 閉会式     
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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）

【熊　本】陸上　 【八　代】　陸上 【宇　城】　陸上 【荒　尾】　フロアホッケー

期　日 9/24～11/26
（日曜日）全8回

10/1～12/3
（日曜日）全8回

10/15～12/3
（日曜日）全8回

10/27～11/27
（金曜日）全4回(後期プログ

ラム）

場　所 パークドーム周辺
県営八代運動公園陸上競

技場
サンアビリティ∸ズグラウン

ド
緑ヶ丘小学校

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

定　員 なし なし なし なし

参加費 200円/1回 200円/1回 200円/1回 200円/1回

説明会
9/24(日)9：３0～

パークドーム内プール前ス
ペース

10/1(日)9：00～
県営八代運動公園陸上競技場

10/15(日)10：00～
サンアビリティ∸ズグラウンド

8/25(金)に実施済み

申込締切 9/16（土） 9/24（日） 10/8（日） 10/15（日）

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

松本　朗　宛
八代市田中東町7-11-2
FAX(0965)33-3202

松岡　喜美子　宛
宇城市松橋町豊福1107-1

FAX(0964)33-6487

宮　貴美代　宛
玉名市山田367

FAX(0968)72-4844

ﾁｰﾌｺｰﾁ 土田　誠也 松本　朗 吉澤　和弘 宮　孝人

マネージャー 0 糸山　幸子 0 松永　征史

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

〈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

開
催
予
定
プ
ロ
グ
ラ
ム

【現在活動中のプログラム】

【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

【ブランチ】種目 期間 時間 会場 【ブランチ】種目 期間 時間 会場

【小国】フロアホッケー
１/１５～第２日曜日

通年実施
10：00～12：00 小国支援学校体育館 【玉名】卓球

9/30～11/25
（土曜日）全８回

10：00～12：00 横島町　ゆとりーむ

【人吉】ゴルフ
2/26～11/26

通年実施　全１５回
10：00～12：00 熊本クラ ウン ゴルフ倶楽部 【熊本】ゴルフ

9/3～10/8
（日曜日）全７回

8：30～9：30 サンバレーゴルフ練習場

【人吉】サッカー
3/19～11/12

（日曜日）全９回
10：00～12：00 高山グラウンド 【熊本】水泳（長嶺）

9/9～10/29
（土曜日）全８回

16：30～18：15 ながみねファ ミリーYMCA

（金）19：00～21：00 金：錦町勤労者体育館

（土）13：30～15：00 土：旧深田中学校体育館

【人吉】フロアホッケー
2/26～11/19

（日曜日）全９回
10：00～12：00 旧深田中学校体育館 【熊本】バドミントン

9/2～10/28
（土曜日）全８回

19：30～21：00 長嶺中体育館

【人吉】陸上
2/26～11/19

（日曜日）全９回
8：00～10：00 深田小学校グラウンド 【熊本】ボウリング

9/9～11/18
（土曜日）全８回

19：00～21：00 ラウンドワン熊本

【熊本】自転車
4/9～11/26
（日曜日）

10：00～12：00 熊本競輪場 【熊本】ユニファ イ ドサッカ ー
9/9～12/2

（土曜日）全９回
8：30～10：30 熊大附属特別支援学校

【熊本】馬術
4/9～10/22
（日曜日）

15：00～17：00 夢☆大地グリーンバレー 【熊本】サッカー
9/9～12/2

（土曜日）全９回
10：30～12：30 熊大附属特別支援学校

【水俣】水泳
4/23～11/26

（日曜日）全８回
10：00～12：00 水俣市総合体育館温水プール 【御船】フラ イ ングディスク

8/19～10/14
（土曜日）全８回

18：00～20：00 白旗小学校体育館

【水俣】陸上
4/9～11/12

（日曜日）全８回
10：00～12：00 エコパーク水俣陸上競技場 【御船】バレーボール

8/19～10/14
（土曜日）全８回

18：00～20：00 白旗小学校体育館

【宇城】水泳
7/16～9/3

（日曜日）全８回
10：00～12：00 不知火温泉プール 【植木】陸上

8/5～9/30
（土曜日）全８回

9：30～11：30 植木文化センター

【人吉】水泳
7/16～9/24

（日曜日）全１０回
10：00～12：00 B＆G海洋センター 【熊本】テニス

8/5～9/30
（土曜日）全８回

16：00～18：00 熊本ローンテニスクラ ブ

【荒尾】陸上
9/2～10/21

（土曜日）全８回
10：00～12：00 荒尾市陸上競技場 【荒尾】テニス

9/3～11/12
（日曜日）全８回

10：00～12：00 荒尾市テニスコート

【熊本】卓球
9/10～10/29

（日曜日）全８回
10：00～12：00 サンライフ熊本

アクアドーム【人吉】バスケットボール
2/25～11/24

（金・土曜日）全９回
【熊本】水泳（熊本）

9/3～11/5
（日曜日）全８回

14：00～16：00
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 スペシャルオリンピックス日本 

ナショナルミーティング２０１７ 
 

 今回初開催されたファミリーストーリー発表会。 

１４人のアスリートが立派な発表をした後だったの

で、全国から集まった、私を含めて４人のファミリー

は緊張しまくって発表に臨みました。名古屋に向かう

機内でも練習した成果か、あまりかまずに発表できま

した。残りの３人の発表を聞きながら、障害の種類や

程度の違いこそあれ、ファミリーが SO にかける想い

は同じだと実感しました。（ファミリー 吉田祐一） 

 

 

SON・宮崎の皆さん 熊本へようこそ！ 

 
 

去る 7月 16日（日）SON・宮崎のアスリートとファミリーの一団が来熊。連休
を利用して熊本に観光に訪れ、その途中で震災後の熊本のアスリート達を元
気づけようと交流会が催されました。一同は城彩苑で合流し、そのあと 2班に
分かれておしゃべりと食事を楽しみました。 

 

2017年 8月 5日（土） 名古屋学院大学 

来年ナショナルゲームが開催される愛知県名古屋市で、全国からアスリート、ファミリー、コーチ、理事、ボラ

ンティアの方々が集まっての研修が開催されました。熊本からは、潮谷理事長はじめ 6名で参加しました。細川名

誉会長のお話、有森理事長の講演、アスリートストーリー、ファミリーストーリーの発表、海外および国内の学生

の取り組み（＊ユースアクティベーション）の発表などがありました。 

熊本からは、アスリートの前田君が SOと出会い、自信を持ち、仕事でも積極的になったこと、ファミリーの吉

田さんが、娘さんの成長を通して、アスリートたちが自分らしく生きていける共生社会への展望について、堂々と

発表しました。 

これらの発表から、SOがアスリートの自立をめざした活動であることも再確認できました。また共に活動をつ

くりあげていく若い世代、特に大学生を引き込むことが、SON・熊本の発展につながっていきそうです。 

来年 9月のナショナルゲームにも、多くの参加ができるように皆で SON・熊本を作っていきましょう。 

                                     （常務理事 黒田 雄一郎） 

 

お土産をもらいました。10年ぶ
りに会って覚えていてくれたこ
とが嬉しかった。今度はアスリ
ート会で話し合って、宮崎に行
く計画を立てたい。（SON・熊
本 アスリート） 

日頃の運動はでき
ない方でも旅行の
体験はできると家
族と共に喜び合い
ました。（SON・宮
崎 ファミリー） 

熊本市北区豊田郵便局に 
 写真展示 

 ２０１７WG オーストリア大
会の様子を緒方愛さんの地
元植木の郵便局に展示して
いただいています！ 
 地域とのつながり、うれしい
ですね！ 

上の記事に記載のある、＊ユ

ースアクティベーションに取り

組む学生を応援する FB ペー

ジがあります。ぜひ 

ご覧ください。 

ナショナルミーティングに参加しました。全国か
らの 13 名の代表者と共にアスリートストーリーの
発表を行いました。緊張せず練習どおりに発表でき
てほっとしました。皆の発表を聞き感動したり、爆
笑したりして無事に終わることが出来ました。みん
な上手に出来ていてすばらしかったです。これから
は陸上、水泳に取り組みナショナルゲーム、ワール
ドゲームと頑張っていきます。さらにいつもお世話
になっているコーチのお手伝いが出来ればいいな
と思います。（アスリート 前田拓海） 
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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 6/23～8/２２受付分 敬称略 順不同）  
【個人会員】 
盛光隆 東るり子 開珠恵 山内雄一朗 上津原瑞月 浦川勉 津志田眞知子 今村智子 福浦歩 

林安基子 山田隆 潮谷義子 荒川慶 松岡喜美子 橋本広一 

【個人賛助会員】 
日當康生 盛光かほ 東あきら 今関フサヨ 開雅偉 井芹好美 上津原菜月 福村美枝子 井上勝世 

田村飛鳥 角田美和 角田輝美 中島弓恵 福浦希人 林郁子 山田和未 荒川琢磨 

ご寄付等有難うございます（2017年 6/23～8/２２受付分 順不同） 
陣内晴人 今村智子 上田実 岡山格 吉松校区自治会長会 福浦歩 出田節子 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

9 月の行事予定 

13(水) ボランティア説明会 ① 

10 月の行事予定 

 7(土) 8(日) 9(月) 
SON･広島設立 20 周年記念 

全国陸上競技大会 

14(土) 15(日) 第 14 回 SON･熊本地区大会 

28(土) ボランティア説明会 ② 

11 月の行事予定 

3(金) 4(土) 5(日) 九州ブロック大会大分 

※常務理事会・合同委員会・ＳＰ委員会常時開催 

チャリティー茶会収益金贈呈式  ～クラウドファンディングの 

             お知らせ～ 

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 9 月 1 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） 

9，10 月号内容 

・地区大会開催スケジュール  

・ユニス・ケネディ・シュライバーデー 

・アスリート会サマーキャンプ報告 

・スポーツプログラム ・地区大会のご案内 

・ナショナルミーティング報告 

・広島自転車競技会報告 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              

 

5 月 14 日に行われま
した第 16 回 SON・熊本
支援チャリティー茶会の
収益金贈呈式がありまし
た。松石実行委員長から、
潮谷理事長に SON・熊本
のアスリートストの活動
にお使い下さいとの温か
いお言葉を頂きました。 

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。 

  

 

 

 

 
7 月 9 日 第 8回 SON・広島 自転車競技大会が三

原市の中央森林公園で開催され、熊本から村上 和康
さん、劔 晃太さん、工藤 利博さんの 3 名が 15 ㎞ロ
ードと 500mT/T(タイムトライアル)に参加しました。
今大会は、広島、熊本の他、徳島、兵庫、山口と参加
地区が増え、 
大会関係者等 
合わせると、 
200名の参加 
があり盛り上 
がりました。 

「SO 地区大会を、みんなでつくりあげまし
ょう！」 
地区大会に向けて、秋のプログラムも動き

出しました。財政状況が厳しい中ですが、ぜ
ひアスリートたちが思い切り活躍できる場
をみんなでつくりあげていきませんか。みな
さんのご支援よろしくお願いいたします。 
    （ファミリー会 会長 黒田雄一郎） 

 
プロジェクト名 

「震災後 1 年 知的障がいのあるアスリー
トが輝く大会で熊本を元気に」 

9 月 29 日(金)午後 11:00 までに 50 万円以上 
集まった場合に成立となります。 

2017 年 7 月 18 日 


