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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 年度 SON・熊本総会 

 
２０１８年２月１７日（土曜日）１４：００～１５：３０ 

熊本日日新聞社 本社２階会議室 
 

別紙にて案内等同封しております。内容をご確認の上 

多数のご参加をよろしくお願いいたします。 

2018年 

2月 

SON・熊本 理事長 潮谷 義子 

 アスリートのみなさんお元気ですか。私は両足に“マメ”が出来て歩き辛い上に最近は目

がショボショボとしてきました。それでも仕事の関係で東京に行かねばなりません。自分で

自分に「がんばろうネ、義子さん」と言いながらヒコーキに乗ります。 

 今、東京は 2020年のオリンピック・パラリンピックの準備が進んでいます。道路、駅、

案内板、トイレ、競技場等々には、障がいのある人達に配慮した設備がどんどん進められて

います。そして気がつきました。障がいのある人に配慮することは、実は「誰」にとっても

優しい、安全で安心な町づくりにつながることだって！ 

アスリートのみなさん、胸をはっていろんな場所に出かけましょう。いろんな人達と交流

しスポーツ活動を実践しスペシャルオリンピックスに関わる多くの人に感動と達成の喜びを

届けましょう。今年も一緒に楽しく過ごしましょう。 

＜ 開催日程 ＞ 
2018年 9月 22日（土）～24日（月・祝）3日間 

9月 22日（土）： 開会式 
9月 23日（日）： 競技（予選：ディビジョニング）  
9月 24日（月・祝）： 競技（決勝） / 表彰 / 閉会式 

＜ 開催地 ＞ 
愛知県内各所（名古屋市、豊田市、刈谷市、日進市、大治町を予定） 

スペシャルオリンピックス 2018愛知 

2018年第 7回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・愛知の開催が決定しています！ 

詳細につきましては 大会 HPで随時更新中ですので そちらもご覧ください。 

http://son-national-game.spo-sta.com/ 

「今年も一緒に」 
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 アスリート、コーチ、来賓、ボランティアの方々112名にお集まりいただき、楽しい会になりました。 

ライオンズクラブの方より、多額のご寄付をいただいた後、各ブランチからの活動報告がありました。10ブラン

チから、それぞれ工夫を凝らした報告がなされました。その後、アスリート会と有志の方が制作されたビデオで、

1年間の活動を振り返りました。素敵な出来栄えで、2017年 1年間の様子がよく分かりました。また、アスリー

トストーリーの発表（前田拓海さん）も見事でした。 

 カレーやぜんざい、お寿司にサンドイッチなどのたくさんのごちそうをいただきながらの懇親会も、盛り上が

り、1年を締めくくる素敵な会でした。 

 

楽しかった！ 

活動報告会＆懇親会 

 

活動報告会及び懇親会 

2017年 12月 17日（日）10:30～13:00 

荒尾ブランチ 

 

御船ブランチ 

 

水俣ブランチ 

 

小国ブランチ 

 

植木ブランチ 

 

玉名ブランチ 

 

映像で振り返って！ 

 

手作りのお料理、 

おいしかった！ 

 

前田拓海さんのアス

リートストーリー 

 

司会はアスリート

の藤本さんと、小

出史さん 

 

熊本ブランチ 

 

皆で美味しい食事を沢山頂いて、くまモン体操で盛り上がりました。 
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             2018 年 2 月吉日 

会員・賛助会員・ボランティアの皆様 

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 

理事長 潮谷 義子 

 

 

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 

2018 年度通常総会等開催のご案内 

 

 

 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素よりスペシャルオリンピックス日本・熊

本に格別のご支援ご協力をいただき心からお礼申し上げます。 

本年度の地区大会のテーマは「地域の絆で 輝けアスリート!!」で、SON・熊本の仲間の熱い絆

を結び直すよい機会となりました。あらためて皆様のご協力とご支援に心よりお礼申し上げます。 

さて、今回の総会を機に皆様と SO の活動を改めて見直し、これからの活動に生かして参りたい

と考えております。 

つきましては、『通常総会および感謝状贈呈式』を下記の通り開催いたします。ご多用のなか恐

縮ですが万障お繰り合わせの上、ご出席いただきますようご案内申し上げます。 

 

記 

１．日程  2018 年 2 月 17 日(土)    14 時 00 分~15 時 30 分(予定) 
       14 時 00 分～ SON・熊本活動報告 アスリートが撮った映像鑑賞 
                    感謝状贈呈式 

  通常総会  
15 時 30 分   終了（予定） 

 
２．会場  熊本日日新聞社 本社 2 階 会議室 

      （熊本市中央区世安町 172  TEL:096-361-3111） 
 

３．総会内容    ①SON・熊本活動報告 アスリートが撮った映像鑑賞 
②感謝状贈呈式 
③２０１7 年度活動報告 
④２０１7 年度決算報告 
⑤監査報告 
⑥２０１8 年度活動計画（案） 
⑦２０１8 年度予算（案） 

          ⑧スポーツプログラム参加費について 
          ⑨その他 

            

※活動登録・保険加入の手続きを、13 時 00 分～14 時 00 分の時間に行います。 
 
※また、今年度も引き続き会員としてご支援賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 
 
※会員の方には別途、出欠の返信はがきをお送りしておりますが、まだ提出されていない方は至急
ご返送をお願いします。 

                   

 

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 

平素よりスペシャルオリンピックス（ＳＯ）活動に格別のご支援ご協力を頂き、心よりお礼

を申し上げます。 

SON・熊本の活動資金は、会員の皆様からの会費、チャリティー事業や、一般の方からの

ご寄付に頼っています。中でも、会費は、毎年一定の収入を計上できる貴重な財源となって

います。 

 ＳＯでは、アスリート登録またはボランティア登録をすれば、活動に参加いただけますが、

より活動を充実させ長期にわたり維持していくために、皆様に会員・賛助会員への新規のご

加入、ご継続をお願いしております。 

2018年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

     

【会員】 

 個人 年会費 1 口 5,000円 

 団体 年会費 1 口 5,000円 
    
【賛助会員】 

 個人 年会費 1 口  3,000円 

 団体 年会費 1 口 10,000円  
    
  ※年度：2018 年 1月～12月 

 勝手ながら、振込用紙を同封させてい

ただきました。2 月末までにお振込いた

だければ幸いでございます。 

 

 尚、ご参考までに 2017 年度のご加入

状況（会員、賛助会員の方）を、宛名ラ

ベルのお名前の右横に記載しています。 

 記載例）会員-（会）賛助会員-（賛） 

◆会員とは…NPO 法上の｢社員｣です。会員総会に出席し、年間の活動計画や予算などに意
見を表明、議決に参加する権利があります。広報誌『らぽーる』やスポーツプログラム、各
種行事の案内も差し上げます。会費等は個人、団体とも同額ですが、特に団体にはできるだ
け複数口での入会をお願いしています。 
 
◆賛助会員とは…会の趣旨に賛同し、活動を支える会費を負担していただく会員です。会員

総会での発言権や議決権はありません。広報誌『らぽーる』やスポーツプログラム、各種行

事の案内も差し上げます。個人、団体とも何口でも結構です。 
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2018年度の手続き方法 
 
「活動登録申込書」（P、6）をご提出ください。 

 

〇「活動登録申込書」は、アスリート、コーチ、ファミリー、ボランティア、パートナー等、SON・熊本に 

おいて活動する全ての方に、毎年提出していただくものです。 

 

〇「活動登録申込書」で保険加入手続きができます。保険は毎年加入手続きが必要です。 

→《アスリート保険》のご案内、《サポーター保険》のご案内 をご覧ください。 

 
 
 
 
  
①   
 
 

②  
 
 

③  
 
 

 

 
 
 
 

 

①『所属ブランチ』 

次の 12ブランチの中で、主な活動場所とするブランチ名を記入ください。 

熊本・荒尾・御船・八代・玉名・水俣・宇城・菊陽・天草・植木・小国・人吉 

②『保険加入』『保険の種類』『保険料』 

2018年 4月～2019年 3月までの 1年間、SON・熊本での全ての活動に適用される保険です。

スポーツプログラムや大会・競技会に参加する方は必須です。スポーツプログラム中の事故に

限らず、プログラム会場までの移動時の事故およびＳＯ活動全般（イベントも含む）が対

象となります。新年度 4月 1日から安心して活動ができますよう、3月 31日までに保険加入手

続きをお願いします。 

 

③『会員』『賛助会員』 

ご賛同いただける方は該当する方に○をつけてください。 

→「2018年会員・賛助会員新規ご加入・ご継続のお願い」をご覧ください。 

 

☆「活動登録申込書」は以下のいずれかの方法で、保険加入者はお金を添えて（持参・現金書留）、 

ご提出ください。 

1. 2/17（土）総会開催日、総会会場で提出。 

2. SON・熊本事務局へ提出。 

3. ブランチで対応が可能なところは、取りまとめて提出。 

＊ 『活動登録申込書』は SON・熊本ホームページよりダウンロードすることもできます。 

＊ホームページアドレス http://www.son-kumamoto.jp/ 

 

2018年度保存版 

 

アスリート、ファミリー、コーチ、ボランティア、パートナーの皆さま

へ 
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プログラムに参加されるアスリートの方は、プログラム開始前に必ず加入してください。 

事故発生の場合は事故報告が必要になります。まず、下記事務局までご一報ください。 

提携している保険会社と連携の上、手続きを進めてまいります。 

【保険料】 一律 年間  800円 

【補償の内容】  

死亡・後遺障害保険金 1,000 万円 

入院日額 5,000円（180日程度）   通院日額 1,500円（90日程度） 

 

 

サポーターもより安心になりました！ 

【保険料】 一律 年間  300円 

【補償の内容】  

死亡・後遺障害保険金 1,400 万円 

入院日額 7,000円（180日程度）     通院日額 4,100円（90日程度） 

 

 

《アスリート保険》《サポーター保険》 
※手術を行った場合は、その種類に応じて入院日額の 10・20・40倍が支払われます。 

※天災事故（地震・津波・噴火）も補償します。 

※特定の疾病補償は上記傷害事故時の 1/2です。 

 

賠償責任補償（対人・対物 2 億円）…賠償責任が発生した場合 

管理財物補償…使用する施設の備品等に損害を与えた場合（500万円程度） 

 

＜問い合わせ先＞ 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 熊本メディアビル 4F  

TEL:096-288-2781 FAX:096-288-2782  E-mail: so-nkuma@ceres.ocn.ne.jp 

安心してスポーツを楽しもう！！ 

特定疾病とは、以下に記載する疾病のことです。 

1. 急性虚血性心疾患（いわゆる心筋梗塞）、急性心不全等の急性心疾患 

2. くも膜下出血、脳内出血等の急性脳疾患 

3. 気胸、過換気症候群等の急性呼吸器疾患 

4. 細菌性食中毒     5.日射病・熱射病等の熱中症 

6. 低体温症       7.脱水症 

～アスリート及びファミリーの皆様へ～  《 アスリート保険 》のご案内 

～ファミリー・コーチ・ボランティア・パートナーの皆様へ～《 サポーター保険 》のご案内 
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厳しい寒さが続いておりますが、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、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 【熊　本】　ゴルフ 【熊　本】　卓球 【植　木】　陸上

期　日
3/4～4/22

(日曜日）全8回
4/8～5/27

（日曜日）全8回
4/1～5/27

変則8回
3/4～4/29

(日曜日）全9回

場　所 パークドーム周辺
サンバレーゴルフ練習

場
未定 熊本市立吉松小学校

時　間 10:00～12:00 8：30～9：30 10:00～12:00 9：30～11：30

定　員 なし なし 15名 なし

参加費 200円/1回 200円/1回
200円+ (会場負担金未

定）
200円/1回

説明会
3/4(日)9：30～
プログラム会場

4/8(日)8：30～
サンバレーゴルフ練習場

3/31(土)19:00～
SO事務局

2/25(日）11：30～
芝生広場

申込締切 2/25（日） 3/31(土） 3/25（日） 2/28（水）

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

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

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）288-2783

緒方初美　宛
北区植木町今藤293

FAX096-272-4505

ﾁｰﾌｺｰﾁ 土田　誠也 境　忠利 林　健司 中島　裕一郎

マネージャー 0 藤本　恵美子 0 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

【荒　尾】　テニス 【水　俣】　バドミントン 【人　吉】　フロアホッケー
【玉　名】　フロアホッ

ケー（前期）

期　日
3/18～5/13
（日曜日）全8回

3/4～4/22
(日曜日）全8回

3/4～5/27
（日曜日）全10回

2/23～4/27
（金曜日）全9回

場　所 荒尾市テニスコート 深川体育館 あさぎり町高山総合体育館 緑ヶ丘小学校

時　間 15:00～17:00 10:00～12:00 10:00～12:00 18:00～20:00

定　員 なし なし なし なし

参加費 200円/1回+会場費 200円/1回
300円/1回
(会場費含む）

200円/1回

説明会
2/4(日）10：00～
荒尾東宮内公民館

3/4(土)9:00～
深川体育館

3/4(日)9：00～
あさぎり町高山総合体育館

2/4(日）10：00～
荒尾東宮内公民館

申込締切 1/26(金） 2/25（日） 2/28（水） 2/10（金）

申込み先
田島　千尋　宛
荒尾市宮内785

FAX(0968)63-0388

柿本英行　宛
水俣市陣内2丁目15-

10
FAX(0966)63-6904

人吉ブランチ事務局（ストレングス
内）

球磨郡あさぎり町免田西445-4
so.hitokuma@gmail.com
TEL(0966)-43-1000
FAX(0966)-43-1001

宮　貴美代　宛
玉名市山田367

FAX(0968)72-4844

ﾁｰﾌｺｰﾁ 池邊　由美子 柿本　英行 濵中　誠 宮　孝人

マネージャー 0 0 未定 西木　一美

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

<裏面に続く＞

開
　
催
　
予
　
定
　
プ
　
ロ
　
グ
　
ラ
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〈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

【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】 2018年
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【玉　名】　水泳
【玉　名】　卓球（前

期）
【熊　本】　体操 【熊　本】　サッカー 【熊　本】　自転車

期　日 3/4～5/6
(日曜日）全9回

4/14～6/16
（土曜日）全9回

3月下旬～7月上旬
全8回

3/24～6/2
(土曜日）全10回

4/15,4/29,5/13,5/27,
6/3,6/17,7/1,7/16,

7/29全9回

場　所 長洲B＆Gプール 横島ゆとりーむ
熊本市立体育館２F
小体育館　他

熊本大学教育学部
附属特別支援学校

熊本競輪場

時　間 13：30～15:30 10:00～12:00 10:00～12:00
①8:30～10:30
②10:30～12:30

10:00～12:00

定　員 なし なし 10名程度 なし なし

参加費 200円/1回 200円/1回
200円+会場費

（100円～200円）/
200円/1回 200円/1回

説明会 2/4(日）10：00～
荒尾東宮内公民館

2/4(日）10：00～
荒尾東宮内公民館

3月下旬　時間未定
熊本市立体育館

3/18(日)13:30～
SO事務局

4/1(日)10：00～
SO事務局

申込締切 2/25（日） 3/31（土） 3月上旬 3/11（日） 3/23（金）

申込み先

宮　貴美代　宛
玉名市山田367
FAX(0968)72-

4844

宮　貴美代　宛
玉名市山田367
FAX(0968)72-

4844

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

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

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

ﾁｰﾌｺｰﾁ 藤本　吉子 岩下　勝巳 小崎　　光男 永井　崇雄 明瀬　敬二

マネージャー糸永歌代子・玉眞洋子
河田博子

永田　清美 0 荒川　由希子 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 3月下旬 プログラム初日 プログラム初日

現在開催中のプログラム

期　　間 時　　間

12/3～2/25
（日曜日）全8回

9:30～11:30

1/21～3/25
（日曜日）全8回

10:00～12:00

1/14～ 第2日曜日
通年実施

10:00～12:00

1/13～3/17
(1/27, 2/24休み）
(土曜日）全8回

19:00～21:00

1/20～3/18
(土曜日）全８回

17:30～19:30

1/20～3/10
（土曜日）全8回

19:00～21:00

2/18～4/8
(日曜日）全８回

10:00～12:00

2/23～4/20
（金曜日）全8回

18：30～20:30

開
催
予
定
プ
ロ
グ
ラ
ム

白旗小学校

サンアビリティ―ズグラウンド

緑ヶ丘小学校

【ブランチ】種目

【植　木】　スノーシューイング

【八　代】　フロアホッケー

【小　国】　フロアホッケー

【熊　本】　ボウリング

【熊　本】　テニス

【御　船】　ボッチャ

【宇　城】　陸上

【荒　尾】　フロアホッケー

会　場

植木町芝生広場(病院横）

サンライフ八代

小国支援学校　体育館

ナムコワンダーランド

ファミリア浜線店

※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。 
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 2018年 2月 吉日  

SON・熊本 ご支援の皆さま 

                                 認定特定非営利法人 

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 山本 緑 

 

 

認定特定ＮＰＯ法人 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開催のお知らせと提供品のお願い 
 

皆様におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

平素より、格別のご理解とご支援を賜り、心よりお礼申し上げます。 

ご高承のとおり、スペシャルオリンピックスの活動・運営はボランティアで行い、活動資金も全て

会員会費や企業・団体様からの寄付でまかなわれています。活動の輪が広がる一方で、資金は昨今の

経済事情から思うにまかせない状況が続いています。 

つきましては、今年もスペシャルオリンピックス活動支援のためのチャリティーバザーを開催する

こととなりました。皆様方のご参加をお願いしますとともに、バザーへの提供品も何とぞ宜しくお願

いいたします。趣旨をご理解の上、ご協力賜りますようお願い申し上げます。 

    

  なお、ご提供いただける場合には、お手数をおかけし

ますが、下記の用紙にてチャリティーバザー実行委員

会(SON・熊本事務局内)へ 3月 15日までにご連絡いた

だきますようお願いいたします。 

  ※古着と靴についてのお取り扱いはいたしま            

  せんのであらかじめご了承ください。 

 

電話・FAXにて受け付けております。 TEL/096-288-2781 FAX/096-288-2782 

 

 

 

 

お 名 前（              ）      Tel／Fax（                   ） 

 

ご 住 所（〒                                        ） 

 

ご提供頂ける品物（                                      ） 

            

（   ）持参します           （   ）取りに来てほしい 

 

  

 

 

 

ご記入いただきました個人情報につきましては、本件に関する用件でのみ使用いたします。 

チャリティーバザー提供品受付票 

☆チャリティーバザー 

日 時： 2０１8年４月 22日（日）        

11：００～１４：００ 

場 所： びぷれす広場(上通り入口) 

販売品： 提供頂いた手作品・未使用品 
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2017年第 2回ユニファイドサッカー大会 

第 2回熊本 YMCAインタ－ナショナルチャリティ－ラン 

 

「ユニファイドスポーツ（Unified Sports）」とは 

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。障害の有無を越え、スポーツを通じて喜びや
悔しさ、達成感など様々な経験を共有することにより、お互いの理解を深め、友情を育むことを目指しており、社会的
インクルージョンの実現を促進することを目標としています。ユニファイドスポーツでは、同年齢で競技レベルも同程
度の人が集まることによって、より楽しく、より真剣にスポーツにチャレンジする環境を作り出します。 

                             ［スペシャルオリンピックス日本ホームぺージより抜粋］ 
 

2017年 12月 9日(土)、10(日)の２日間、大阪
府堺市の J-GREEN堺にて「2017年第 2回全国
ユニファイドサッカー大会」が開催されました。
今年は全国１２地区に加え、昨年同様 SO 韓国
からも１チームが参戦し、熊本が出場した７人制
サッカーでは計１５チームが４つのディビジョン
に分かれ戦いました。 

 

前回大会に引き続き、第２回全国ユニファイドサッカー大会に
参加してきました。アスリート７名、パートナー５名、コーチ３名の
チーム名「Mushan-Yoka 熊本」として大会に参加し、ディビジョン３
で２位に入賞することができました。今回は、大会前に１０月の熊
本地区大会でボランティアをしていただいた慶誠高等学校女子
サッカー部と練習試合を行い、更にチームの組織力や団結力を
高めることができました。今後もアスリートとパートナーがお互い
に全力を出す「かっこいい熊本」チームを目指し、日常プログラム
を頑張っていきたいと思います。 

          チームコーチ 永井 崇雄 

 

昨年、12月 10日(日)に熊本県農業公園カントリーパー
クで開催されたチャリティーランに参加しました。 

5人 1チームで、植木ブランチから 2チーム、熊本陸上
プログラムから 1チーム、熊本自転車プログラムから 2チ
ームの計５チーム参加しました。肌寒い天気でしたが約
1300名の参加者で大変盛り上がり、表彰式では SOチー
ムにとび賞と特別賞が当たり、沢山の景品やメダルが贈ら
れアスリートも大喜びでした。それぞれ思い思いの衣装や
プラカードも大会を盛り上げていました。次の大会も是非
参加しようと誓って会場を後にしました。参加、応援してく
ださった皆さんお疲れさまでした。 

常務理事 明瀬 敬二 

決勝戦を戦った「三重 NASPAブルー」の皆さんと 
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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 11/23～12/28受付分 敬称略 順不同）  

【個人会員】信國宏征 田上アヤ子 高野瑞代 中田啓之 本田香織  

【個人賛助会員】藤江京子 中田匡哉 西本勝則 

ご寄付等有難うございます（2018年 1月 12日受付分まで 順不同） 
合志中学校 熊本県教職員組合 合志小学校 社会医療法人社団高野会大腸肛門病センター高野病院 堀内眼科医院 
西尾京子 SON・熊本ファミリー会黒田雄一郎 ライオンズクラブ国際協会 西郡隆信  

 
  
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

2 月の行事予定 

17 日(土) SON・熊本 理事会及び総会 

3 月の行事予定 

25 日(日) 火の国 YOSAKOIまつり 

 
 

 

コーチクリニック 

～フロアホッケー～ 

2017年 12月 17日（日）東部交流センターにおいて開
催されました。ゼネラルオリエンテーション・アスリー
ト理解、及び競技座学と実技が行われました。23人の参
加者が熱心に受講していました。 
 
 
 
 
 
 
～フライングディスク～ 

1 月 28 日、フライングディスクコーチクリニックが御
船で開催されました。松本トレーナー(SON・山口)の軽
快な話しぶりに、和やかに楽しく学ぶことができました。 
プログラムの実施が今から 

待ち遠しいですね。 
寒い日でしたが、参加者 23 

名の皆様、お疲れ様でした。 

～火の国 YOSAKOI まつり～ 3 月 25 日 
今年も祭実行委員会から SO への参加案内がありまし

た。熊本城をスタートして市街地を踊り歩きます。練習会

など詳細は、申し込みされた方に追ってお知らせしますの

で、是非多くの皆さんの参加をお待ちしています。 

 

申し込みは、YOSAKOIまつり世話人 

内藤 ☎ 090-9574-8566まで 
 
  
 

新しい事務局のお仲間です！ 

2 月号内容 

・潮谷理事長年頭の挨拶 ・総会案内 ・ＮＧ告知 

・活動報告会 ・チャリティーラン・コーチクリニック 

・スポーツプログラム・総会資料・チャリティーバザー 他 

 

第２回ブランチ会報告 ブランチ長 田島 光枝  

 2017 年 12 月 17 日  

潮谷理事長の参加のもと 9 ブランチが参加し活発な
意見交換ができた。 
・参加費・会場費等負担増の結果については総会時
に説明をする。 
・プログラムのあり方（週 1 回 8 週連続で行い最後
に発表会を行う）については、ブランチの事情もあ
るが努力していく。 
・コーチ不足は全体の課題であるが、大学との連携
を勧めてはどうか。 
・SO の理念・使命・プロ 
グラムのあり方等、条件を 
満たしたブランチへ熊本から 
の認証状を発行していきたい。 

 

QSK NEWS LETTER  らぽーる 

  発   行  ： 九州障害者定期刊行物協会 

812-0024 福岡市博多区網場町 1-17  

福岡パーキングビル 4F 

  編   集  ： スペシャルオリンピックス日本・熊本 

  編 集 日  ： 2018年 2 月 2 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） 

熊本市では、「障がい者サポー
ター制度」の普及などに積極
的に協力する企業や団体を
「障がい者サポート企業・団
体」として認定していて、
SON・熊本も認定されました。 

 

 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 

 〒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              

熊本市障がい者サポーター団体認定式 

支援金贈呈式 
12 月 17 日に、ライオンズクラブ熊本様より、

SON・熊本の活動支援として、寄付金を頂きました。
中村勝子事務局長と藤本豊アスリート委員長が
「SON・熊本のアスリートが活動するのに大事に使
わせて頂きます」と、お礼の言葉をお伝えしました。 

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。 

  

不慣れなことも多
いですが、頑張りま
すのでよろしくお
願いします。 

尾方 史保 

3 月予定です。 
決まり次第ホー
ムページ及び一
斉メールにてお
知らせします！ 


