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2017 年

12 月 

事務局長 中村勝子 

2017年も終わろうとしています。皆さんはどのようなことを思い出されますか。 
あの地震で休止したプログラムもアスリート達の「スペシャルオリンピックスに行きたい！」と
いう声で、コーチやボランティアの心が動き、再開されました。地区大会も地域の大きな力をお
貸しいただいて、まだ SO を知らない方々にアスリート達の姿を見て頂くことになりました。何
かが起きたとき、そこから逃げるのは簡単です。しかしそれでは前に進むことはできません。見
事に皆さんの力で頑張ることができた一年でした。 
アスリート＆ファミリーストーリーも全国発表ができました。みんなで頑張ってみたら新しい
人たちの心にも一所懸命に頑張るアスリートの姿が入りました。きっと街で「こんにちは」と声
を掛け合う人たちも増えたことでしょう。 
2005 年、長野で行われた冬季世界大会の折に応援に来日された元アメリカ大統領のクリントン
氏からお聞きした「アスリートは地域を変えるキーマンです」という言葉が思い出される一年で
した。 
君たちの頑張りをもっと多くの人に見てもらいましょう。アスリートも一緒にコーチや SOファ
ンを増やしませんか。きっと今よりもっと優しい街になっていくことでしょう。出番ですよ。ア
スリート諸君！ 

印刷は富士ゼロックス熊本㈱様のご協力を頂きました 

 地区大会実行委員 本田 禎治 

地区大会閉会式は 11 月 26 日、陸上競技に引き続いて嘉島町総合運動公園多目的
競技場で行いました。当日は朝から小雨でしたが、陸上は大勢の来賓を含む盛んな声
援と拍手で盛り上がり、出場のアスリート 32 人も一生懸命。笑顔あふれる表彰の雰
囲気がそのまま閉会式にもつながり、嘉島中吹奏楽部の演奏による参加者全員のダン
ス、ヒマワリの種とみんなの思いを乗せた風船飛ばしで会場が一つになりました。 

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 閉会式 

 

一年を振り返って 

ダンスや風船飛ばしで楽しく閉会 
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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   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 26 日 

 
陸 上 

 

嘉島町総合運動公園 

水泳 アスリート 生田 義和  
バタフライ・リレー・クロール 金

メダル 2つ とてもうれしかった。ま
た金メダルとりたい。記録をのばし
たい。 

陸上  アスリート 光永 芳史 
一位になってうれしかった。楽し
かった。 

2017年 第 6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大分 

【サッカー アスリート 緒方 裕樹】 

キャプテンとしてチームを引っ張っていくプレッシャーはありましたが、みんなと

力を合わせて頑張りました。金メダルを取れて本当に嬉しかったです。又次も頑張

りたいと思います。 

【ボウリング アスリート 早野 鷹王】 

大分にみんなと行けて楽しかった。でも、4 位だったのは悔しかったので、また、練

習頑張りたいです。 

 

 

サッカー アスリート 草野 航世 
 がんばったから、メダルがほしか
った。 

ゴルフ   アスリート 山中 悟嗣  
すこし寒かったです。最初からナイスシ

ョットを打てて、ミスショットもあまりなく楽
しかったです。いっしょに回った境コーチ
もほめてくれました。金メダルを取れたの
でうれしかったです。 

 

ボウリング アスリート  
前田 一光 

いつもの練習と違って 教
えてもらったり、思った通りに
上手く投げることが出来なく
て 点数が伸びなくて悔しか
ったです。もっと練習をして
頑張りたいです。 フライングディスク  

アスリート 吉本 真紀  
みふねの人ばかりでし

た。たのしくきょうぎができ
ました。メダルをもらいうれ
しかったです。 

福岡夏季地区大会 

11月 3日、春日市スポーツセンターにて「福岡夏

季地区大会」に参加しました。先ず、大会最初の金

メダル獲得者は熊本ファミリー応援団でしょう。毎

回、手作りの横断幕や団扇で明るく楽しく盛り上が

って最高です。試合では慣れない広い体育館で知ら

ない人達の中 一人ずつ臨みプレーします。普段の

プログラムでは得られない緊張感や高揚感の中、勇

気を振り絞ってチャレンジする姿には 心が揺さ

ぶられました。巧くいかなくても スタッフから声

を掛けられて変わっていく姿には成長を感じまし

た。卓球を通して達成感や自信をもち、多くの仲間

と楽しく交流出来る様なプログラムを目指したい

と思います。       コーチ 高尾 利枝 

アスリート 宮部 紗良

『やったー！』金色のメ

ダルをもらってうれしか

ったです。ごほうびにみ

んなが好きなお寿司を食

べに行きました。金メダ

ルをもらった卓球はたの

しいです。 

バレーボール アスリート  
大宅 杏佳 

 アスリートの皆さんと中高生
の皆さんと試合できて楽しか
ったです。サーブも入ったし、
サーブカットもできて良かった
です。私のチームが優勝でき
てとても嬉しかったです。 

 

馬術           ファミリー 山内 るみ  
これまでも、地元で乗馬をしていましたが、今

年からSO馬術に参加させていただきました。馬
が違えば動きも違い、指示をうまく出さないと動
いてくれない等、チャレンジの連続でした。地区
大会を楽しみにしていましたが、台風接近のた
め中止となりました。とても残念でしたが、今年
の頑張りを来年に生かしたいと思います。 

 

 

テニス    アスリート 中川 竜也 
試合で少し緊張して、いつものようには出

来ませんでしたが、精一杯頑張り楽しく出来
たので良かったです。 

ボッチャ    アスリート 中原 由貴  
チームでは負けてしまったけど 個人の

部で一位を取れて良かったです。 

 

11月 14日~15日 サッカー競技  佐伯市総合運動公園グラウンド 
ボウリング競技 大分市 OBSボウル 

自転車 アスリート 井野 陽介 
初めての自転車で銅メダルが

取れて嬉しかったです。 

 
水泳 アスリート 日當 康生  
はじめての金メダル 一番う

れしかった。リレーも金でした。 

 

 

今大会は、それぞれのアスリートがこれまでの練習の成果を発揮するととも

に、今後に向けてチーム及び個人目標を持つことのできた大会となりました。

また、アスリート・コーチが一緒に宿泊することで、さらにお互いの関係が深

まったように思います。今大会を運営してくださった大分のボランティアの皆

さん、そして、最後まで一生懸命に応援してくださったファミリーへの「感謝」

を忘れず、これからも日常プログラムを頑張っていきたいと思います。 

団長 永井 崇雄 
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寒さも少しずつ増しておりますが、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】　ボウリング 【小　国】　フロアホッケー 【御　船】　ボッチャ 【熊　本】　テニス 【宇　城】　陸上

期　日
1/13～3/17

(1/27, 2/24休み）
(土曜日）全8回

1/15～
(土曜日）全9回

1/20～3/10
(土曜日）全8回

1/20～3/18
(土曜日）全８回

2/18～4/8
(日曜日）全８回

場　所 ナムコワンダーランド 小国支援学校 白旗小学校 ファミリア浜線店
サンアビリティ―ズグラ

ウンド

時　間 19:00～21:00 10:00～12:00 18:00～20:00 17:30～19:30 10:00～12:00

定　員 なし なし なし なし なし

参加費＋会場負
担金 200円/1回＋負担金 200円/1回 200円/1回＋負担金 200円/1回＋会場費 200円/1回＋会場費

説明会 1/10(水)19：00～
SO事務局

申込者に随時実施 1/20(土)17：30～
白旗小学校

１/１3(土)1７：00～
SO事務局

2/18(日)10：00～10:30
サンアビリティ―ズグラウン

ド

申込締切 １/6（土） １/27（土） 1/13（土） 1/6（土） 2/12（月）

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

サポートセンター「悠愛」内
時松寿幸　宛

小国町宮原2617
TEL0967-46-3514
FAX0967-46-2616

川上愛子　宛
御船町滝川1860-3

FAX(096)282-2654

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

松岡　喜美子　宛
宇城市松橋町曲野2449-

1
FAX(0964)33-6487

ﾁｰﾌｺｰﾁ 黒田　雄一郎 　 原部　翔司 江口　次朗 秦　美保 吉澤　和弘

マネージャー 0 0 0 保田　清美・田畑公子 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

【荒　尾】　フロアホッ
ケー

【人　吉】　バスケット
ボール

【人　吉】　陸上

期　日 2/23～4/20
（金曜日）全8回

2月～
（金曜日）

2月～
（日曜日）

場　所 緑ヶ丘小学校 旧深田中学校体育館 深田小学校グラウンド

時　間 18：30～20:30 10:00～12:00 8:00～10:00 現在活動中のプログラム

定　員 なし なし なし 【植木】スノーシューイング
12/3～2/25
9：30～11：30

参加費＋会場負
担金 200円/1回 200円/1回 200円/1回 【八代】フロアホッケー

1/21～3/25
10：00～12：00

説明会 2/4日）19:00～
荒尾福祉センター

1/14(日）10：00～
一般社団法人ストレン

グス

1/14(日）10：00～
一般社団法人ストレン

グス

申込締切 2/16(金） １/14（日） １/14（日）

申込み先
宮　貴美代　宛
玉名市山田367

FAX(0968)72-4844

一般社団法人ストレングス
球磨郡あさぎり町上西

222-2
strength1020@gmail.co

m
TEL(0966)-43-1000
FAX(0966)-43-1001

一般社団法人ストレングス
球磨郡あさぎり町上西

222-2
strength1020@gmail.co

m
TEL(0966)-43-1000
FAX(0966)-43-1001

ﾁｰﾌｺｰﾁ 宮　孝人 中神　康博 田上　伸也

マネージャー 0 西橋　由香 橋嶋　裕子

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

〈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】                                                  2017年          

※スポーツプログラムの変更や連絡

などについては、随時SON・熊本の

ホームページに記載していきます。 

http://www.son-kumamoto.jp/ 
 

※会場負担金については、説明会の

折にコーチから提示されます。 

 ３
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2017 年 12 月吉日 

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 通常総会及び感謝状贈呈式」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

（SON）・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、想いを再確認し、活動に活かして参

りたいと考えております。 

つきましては、『2018 年度 通常総会及び感謝状贈呈式』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．通常総会内容     
①２０１7 年度活動報告 
②２０１7 年度決算報告 
③監査報告 
④２０１8 年度活動計画（案） 
⑤２０１8 年度予算（案） 

            

 
※今年度も引き続き会員・賛助会員としてご支援賜りますよう、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 
          
※活動登録・保険加入の手続きを行います。 
詳しくは、「らぽーる」2 月号に同封の資料をご覧ください。 

 

                   

 

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 

 



QSK（らぽーる）                  1997年 9月 18日第三種郵便物承認 通巻 6293号  2018年 1月 2日発行（日刊） 
 

５ 

 

2017年度 SON・熊本 活動報告会及び懇親会のご案内 

 

 
 ポインセチアの紅色が華やぐ季節となりました 

 本年度は、3 月オーストリアで開催された世界大会、また第 14 回地区大会、全国各地で行われた競技会など

多くのアスリートが活躍する場面を見ることが出来ました。各ブランチでも活発な活動が行われたことだと思い

ます。そこで、熊本県内のアスリートやコーチ、ボランティアが一同に会し、日頃から頑張っている活動を共有

したいと考え、下記の要項で「SON・熊本 活動報告会及び懇親会」を開催したします。 

ぜひ皆さまにご参加いただき、今年の活動に感謝し、来年度に向けてアスリートたちのさらなる飛躍を願って皆

でエールを送りたいと思います。 

 

○日時：2017年 12月 17日(日)10：30～13：00 

○会場：熊本市総合体育館・青年会館ホール 

○会費：一般・ファミリー：500円 アスリート・学生 300円 

○内容：10：30～ １．理事長挨拶 

 ２．ライオンズクラブ様ご寄付贈呈式 

 ３．各ブランチ・プログラム活動報告 

11：40～ ４．一年間の活動を映像で・・・（アスリート会） 

アスリート・スピーチ 前田 拓海さん 

12：00～ ５．懇親会 ＊全て手作りの美味しいお食事です。 

13:00  ６．片付け・閉会 

 

   

ＳＯＮ・熊本 事務局 行き（Fax０９６－２８８－２７８２）         １2月 13日(水)締切 

 

2017年度 SON・熊本 活動報告会及び懇親会 

 

代表者お名前：               ご所属：           
 

ご連絡先：℡              fax                
 

     e-mail                             

 

お名前 
区分 

当てはまるものに○ 

出欠 

どちらかに○ 

駐車場利用 

どちらかに○ 

 
アスリート・ファミリー・コーチ・ボランティア 出席・欠席 有・無 

 
アスリート・ファミリー・コーチ・ボランティア 出席・欠席 有・無 

 
アスリート・ファミリー・コーチ・ボランティア 出席・欠席 有・無 

 
アスリート・ファミリー・コーチ・ボランティア 出席・欠席 有・無 
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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 8/25～10/13 受付分 敬称略 順不同）  

【個人会員】後藤純子 【団体会員】肥後熊友ライオンズクラブ 
【個人賛助会員】藤田道子 

ご寄付等有難うございます（2017 年 8/25～10/13 受付分 順不同） 
早川典宏 ㈱ヒライ  

 
  
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～～下半期九州ブロック会議 報告～～12月 3日（日） 

 ブロック会議担当の長崎で、SON と各県の代表者 17人が集ま 
り、地域組織自己評価基準について、またアスリートリーダー育 
成方法や各県が抱えている問題点など活発な意見交換がおこな 
われました。(出席者：竹屋・大塚) 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

12 月の行事予定 

9(土)10(日) 全国ユニファイドサッカー大会（大阪府堺市） 

10 日(日) チャリティラン 

16 日(土) 
ユニバーサルボッチャ大会  

荒尾市体育センター 9 時～ 

17 日(日) 報告会・ブランチ会 

28 日(木) 熊本事務局 仕事納め 

1 月の行事予定 

5 日(金)  熊本事務局 仕事始め 

 

 

 

 

2017年 第 14回 SON・熊本地区大会実行委員会 
 反省会及び解散式   12月 4日（月）19時～ 
「地域の絆で 輝けアスリート!!」というテーマのも

と、10月 14日より開催された地区大会も 11月 26日の
陸上競技会・閉会式で無事終えることができました。 
今年は特に大江校区、嘉島町をはじめ地域のご協力をい
ただき、素晴らしい大会となりました。 
 12月 4日事務局にて行われた、反省会及び解散式では、
各部会より実施の様子や反省点などをお聞きする貴重な
時間となりました。良かったところは、継続発展させ、
反省は次回に生かしていこうと皆で共有して会を閉じま
した。また、潮谷理事長と丸本実行委員長から皆さんに
感謝の気持ちをお伝えになりました。実行委員の方々に
は大変お世話になりました。 

 
 
  
2018 年 2 月 17 日（土）14 時～ 熊本日日新聞社 
にて開催されます。詳しくは 4ページをご覧ください。 
 

第 14 回ゲームの日“ラブ・エイド” 

 平成 29 年 12 月 3 日 パスカワールド宇土 

在職中は皆様方には大変お世話にな
り有難うございました。SO活動の素晴ら
しさを実感し、またアスリートストーリー等
感動することも沢山ありました。これから
はボランティアとしてお手伝い出来ればと
思っています。        白ケ澤 京子    

 

毎年恒例のゲームの日「ラブ・エイド」に熊本県アミュー

ズメント施設営業者協会様からご招待を受け、パスカワール

ド宇土でのイベントに１１５人のアスリート、ファミリーが

参加しました。ゲームコーナーを無料開放いただき、UFOキャ

ッチャーなどのゲームをみんなで楽しみ、たくさんの景品を

いただきました。ゲームを思いっきり楽しんだ後は、ボウリ

ング。２ゲームを歓声をあげながらみんなで楽しみました。

おいしいお弁当もありがとうございました。 
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熊本事務局でお世話になった白ケ澤京子さんが 

11 月 30 日をもちまして、ご退職されました。 

 

 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              

サッカーコーチクリニック開催 

12 月 3 日（日）熊本大学附属特
別支援学校においてコーチクリニ
ックが開催されました。ゼネラル
オリエンテーション・アスリート
理解の他競技座学・実技が行われ
ました。 

12 月号内容 

・1 年を振り返って 、閉会式 

・地区大会、ブロック大会他 ・スポーツプログラム 

・総会案内 ・報告会案内 

・ゲームの日 他 

 

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。 

  

12 月 17 日（日）13 時 30 分～15 時 30 分 
「活動報告会及び懇親会」閉会後に、引き続き、
「ブランチ会」を開催します。代表の方による
報告や今後の計画など話し合う予定です。各ブ
ランチから必ず 1 名～2 名は、ご出席下さい。 

ブランチ会 開催！   ブランチ長 田島 

お知らせ：地区大会でお世話になった 

大江校区よりどんどやのご案内です。 

日時：1 月 13 日(土)11 時 30 分～  

場所：大江小学校運動場 

お椀と箸 持参（ぜんざいがあります） 

 


