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2018年 

12 月 

印刷は富士ゼロックス熊本㈱様のご協力を頂きました 

アスリートとともに過ごしたいとの思いから始まった、2018年の SON・熊本の活動もそ
ろそろ終わろうとしています。私にとっては、アスリートと共に活動しながら一緒に笑って、
応援して喜んで、ひとつひとつのイベントでアスリートたちが魅せてくれる姿に感動と心の
癒しをたくさん頂いたように思います。 

 今夏は、名古屋でのナショナルゲーム（NG）がありました。他県の選手団との交流は勿
論ですが、競技会でも自分で考え、持っている力を十二分に発揮できることの素晴らしさを
感じとることができたようです。SOが一年を通してもっとも重要な大会 

と位置づけている「地区大会」での開会式や競技会でも、アスリートの活躍 

には胸が熱くなる思いでした。大会の開催にあたっては、コーチの皆さま 

には大変なご苦労をおかけしていると思います。それでもアスリートから何 

かしら受けとるものがあったのではないでしょうか。アスリートの素敵な笑 

顔だったり、ありがとう！の言葉、そして頑張っている姿からの感動・・ア 

スリートがいるから自分がいる、私にとってはそういう一年でした。この頃 

は、SOの活動だけでなく、いろいろなところでアスリートの活躍を目にすることがありま
す。アスリートが輝ける場所が増えることを願っています。 

SON・熊本 事務局長 竹屋 純子 

 

2月 総会 ４月 チャリティバザー 

6月 ユニファイドサッカー 5月 チャリティ茶会 7月 トーチラン 

9月 ナショナルゲーム愛知大会 10月 地区大会 8月 アスリート会キャンプ 
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閉会式 

 
嘉島町総合運動公園 

 
競泳 コーチ 松本 麻紀子  
今年もタイム更新に喜び、次の大会への意欲も話してくれま
した。年々アスリートの成長に感動しています。 

 

 

陸上  アスリート 工藤 利博 
夏の練習はきつかったけど、最後までコーチにトレーニングし

て貰って、好成績を残すことができました。 

サッカー  コーチ 森 一郎 
試合後「コーチ、今日はありがとうございました」と、多くのアスリートが言ってくれました。とても

嬉しく思いますし、来年に向けて日々の練習を今以上に頑張っていきたい思いが強くなりました。 

ゴルフ   アスリート 生田 義和  
アプローチがうまくできました。金メダルが

とれて嬉しかったです。 

 

フライングディスク ファミリー 一圓 留美子  
いつもの体育館での練習とは打って変わって 慣れな

い風との戦いでした。そんな中でも、アスリート達は一生懸命
がんばりました。ボランティアの生徒さん達もちょっと体験さ
れ、その難しさを実感していました。 
 

バレーボール アスリート 森 一起 
 はじめてバレーボールの地区大会に出場しました。中学生と
一緒にチームを組み試合が出来たので楽しかったです。サー
ビスエースが決まったので、嬉しかったです。 
 

馬術  アスリート 松野 幸生 
馬に乗ると とても気持ちがいいで 

す。ボランティアの方とのリレーでは 
金メダルをもらえてうれしかったです。 

 

 

テニス    アスリート 宮本 春樹 
ダブルスで益城中の生徒さんと一緒に楽しくプレーできて、仲

良くなれました。 

ボッチャ  パートナー 中原 光治  
「お兄さんがんばれー！」と、応援して

もらえたので上手くいきました。 

 

自転車 アスリート 剱 晃太 
快晴の空の下、気持ち良く走れ 

金メダルを頂きました。 
 

卓球 アスリート 吉田 昇平 

 はじめての 

体育館で、不 

安でしたが楽 

しかったです。 

来年も頑張り 

たいです 

 

 

体操  アスリート 大木 啓司 
体操競技に参加しました。緊張したけど、頑張
りました。金メダルがとれてうれしかったです。 

11月 4日 

10月 27日 

熊本学園大学 学生食堂 

開会式 

 

熊本学園大学 高橋記念ホール 

交流会 

 Ｈ Ａ Ｐ 
（ﾍﾙｼｰｱｽﾘｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ） 

 
 
 
 
 
 

設立 25 周年記念 
ｽﾍﾟｼｬﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽ日本・熊本 

2018 第 15 回地区大会   

 

ボウリング アスリート  

上野 友理愛 

最後まで頑張って投げました。 
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             2018 年 12 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 

2019 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(ＳＯ) 

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 はばたけ！ 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、思いを再確認し、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  2019 年 2 月 17 日(日)    13 時 30 分~15 時 30 分(予定) 
       13 時 30 分～ SON・熊本活動報告 アスリートが写した映像鑑賞 
                    感謝状贈呈式 

  通常総会  
   世界大会（WG）出場アスリート・コーチ紹介 

15 時 30 分   終了（予定） 
 

２．会場  慈愛園ホール 
      熊本市中央区神水 1-14-1   TEL: 096-385-8697 
      ※駐車場は、神水幼稚園・園庭をご利用下さい。 

３．総会内容     
※感謝状贈呈式 

①2018 年度活動報告 
②2018 年度決算報告 
③監査報告 
④2019 年度活動計画（案） 
⑤2019 年度予算（案） 

     ※世界大会選手団紹介 
       アスリート会から応援メッセージ 

            

※会員の方には（総会出欠通知)を後日送付いたします。ご記入の上、1 月 25 日までにご投函いた
だきますようお願い申し上げます。総会欠席の場合は、委任状に署名・押印の上ご返送をお願い
いたします。 
今年度も引き続き正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、12 時 30 分～13 時 30 分の時間に行います。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 
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SON・熊本設立 25 周年記念式典及び 

SON・熊本支援 チャリティー・ディナーショーご案内 

 

 日ごろよりスペシャルオリンピックス日本（SON）・熊本に多大なご支援・ご協力を頂き、心よ

り感謝申し上げます。皆様と共に歩んでまいりました SON・熊本はこの度、設立 25周年を迎えま

した。そして今、SOの「自分にできる精いっぱいが、素晴らしい」という価値観が定着し始めま

した。 来年は、170カ国・地域からアスリート約 7,000人が参加する、４年に一度の『2019年

スペシャルオリンピックス夏季世界大会・アブダビ』が開かれ、熊本からもアスリート 5人とコ

ーチ 2人が参加します。 

 

今回、SON・熊本の設立 25周年の記念式典で「25年の歩み」の DVDをご覧いただき、また熊本

ご出身の声楽家 赤池 優さんとピアニストの光永 浩一郎さんをお迎えして素晴らしい演奏をお

届けします。皆さまと共に楽しいひと時を過ごしながら、SOのこれまでを、そしてこれからを語

り合いたいと思っております。 

つきましては、下記のチケット申込書にご記入後 FAX、郵送にてお申込みいただきますようお

願い申し上げます。お申し込み後に、チケット担当よりご連絡いたします。 

 

 

  日 時 2019年 2月 25日（月） 18：30 ～ 21：00 

  会 場 ホテル日航熊本 ５F 阿蘇 

  金 額 一般・ファミリー 10,000円、 アスリート・学生 5,000円 

  内 容  

第一部：SON・熊本設立 25周年記念式典   

          ～ ディナー・タイム ～ 

    第二部：世界大会（WG）出場選手団紹介、有森 裕子 SON理事長より激励のメッセージ 

        ～ チャリティー・ディナーショー ～ 

                                        

                          fax:096-288-2782 

SON・熊本設立 25周年記念式典及び 

SON・熊本支援 チャリティー・ディナーショーご案内  

  氏 名           電話番号             

           住 所 〒                            

 

 氏  名 チケット数 連絡先（自宅・携帯） 

 アスリート（   枚） ・学生（    枚） 

一般（   枚）・ファミリー（    枚） 

 

 アスリート（   枚） ・学生（    枚） 

一般（   枚）・ファミリー（    枚） 

 

 

＜お問い合わせ＞ 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 

住所：〒860-0001 熊本市中央区千葉城町5-50 熊本メデイアビル４F 

Tel：096-288-2781 Fax：096-288-2782 E-mail：so-nkuma@ceres.ocn.ne.jp 
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設立25周年スペシャルオリンピックス日本・熊本支援

チ瑚男ティ一新サージ萬由
一熊本のアスリートを世界へ一

郷渦三欝属鰯占
且8；鍋闘瀧鉦00終了（世間伸男

：、d ソプラノ

ー航坦∵短

熊本市出身　熊本大学教育学部附属

小・中学校、私立頁和高校卒業、東京
萎縮大学音楽部声楽科卒業

これまでにオペラでは、「ドン・ジョヴァンニ」「フィガロの結婚」「コシフアン・

トワッテ」「魔笛」「巽の妙薬」「カルメン」「ラ・ボエーム」等出演。劇場版名探

偵コナン「戦慄の楽雷」では、ソプラノ歌手秋葉怜子役の歌唱「アメイシン

クグレイス・アヴェマリア」を担当しクラシックファン以外にも名を知られる

ようになった。現在、日本声楽家協会声楽規師、平成音楽大学非常勤講師、

日本声楽アカデミー会員。

2019年4月20日熊本県立剣劇こすノサイタル開催予定。

ピアノ

彊／癌誓　蹄
作曲家・ピアニスト。1966年舶本生ま

れ。東京芸大付属高校を経て、東京芸

術大学作曲科、同大学院で研韻

クラシックを中′lMこジャンルにこだわらない音楽活動を行い、ピアニストとし

ても活動。「ブラジリアーナ第8番二ヤクリ・ピアノ曲集」はレコード芸術で

特選に選出。「水のカンタータ」で熊本県芸術文化懲悪会新人賞を受賞。左

手ピアノのための作品を多く書き舘野泉氏のために作曲した「サムライ」、左

手ピアノと室内管弦楽のための僅奏曲「泉のコンセール」等は海外でも演奏

され好評を得た。2019年5月には舘野泉氏とラ・テンペスタ室内管弦楽団

により「泉のコンセール」が東京オペラシティホールにて再演される。

場所：ホテル日航熊本（5FI航酌

榊金：ディナー付10，000円

スペシャルオリンピックス（SO）日本・熊本の設立から、

多大なご支援を頂きまして心より感謝申し上げます。

皆さまと共に歩んでまいりました、SO日本・熊本はこの

度、設立25周年を迎えます。ラジオ番組での放送が

きっかけで当時2歳のダウン症と難聴の女の子と知り

合ったことから始まった熊本のSO活動が、その後

全国各地に展開し現在では約8500人のアスリートが

日常プログラムに参加しています。

そして、2019年は170カ国と地域、アスリート7000名

が参加する4年に一度の『2019年スペシャルオリン

ピックス夏季世界大会・アブダビ』が、3月14日一3月21

日に開催されます。熊本からは、アスリート5名、コーチ

2名が参加します。

今回、声楽家の赤池優さんと、ピアニストの光永

清一郎さんの素晴らしい演奏を皆さまにお届けし、

SOのこれまでを、そしてこれからを語り合いたいと思

います。

2017年スペシャルオリンピックス冬季世界大会オーストリア　開会式の様子

主催：スペシャルオリンピックス日本・熊本夏季世界大会選手団支援チャリティー実行委員会

実行委員長：丸本文紀

蕊　お問合せ：緯定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・熊本事務局内　TEL：（096）288－2781／MAIL：so－nkuma＠CereS・OCn．ne．jp
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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す

る予定です。スケジュール等詳細はお申込み後にあらため

てご案内いたします。参加を希望される方は下記の申込書

に記入し事務局へ FAX いただくか、同内容をメール下さい。

なお、参加者が 10 人に満たない場合には実施を取りやめる

場合もありますので、ご了承ください。     

※申込期限※１月 20 日（日） 

【GO・A理解、自転車】 

日 付：平成 31年２月３日（日）終日 ※弁当注文可 

場 所：熊本競輪場（熊本市中央区水前寺 5-23-1） 

＊豊肥本線・水前寺駅から徒歩で約 10 分 

（右の地図参照） 

【GO・A理解、陸上、バスケットボール】 

時 期：3 月中 終日 ※弁当注文可 

 
―――――SON・熊本 コーチクリニック申込書――――― 

［送付先］FAX／０９６－２８８－２７８２ MAIL／so-nkuma@ceres.ocn.ne.jp 

地区名  
ふりがな 

氏名 

年齢 

（      ）歳 

住所 
〒 

 

TEL 
 

 

※日中連絡のつくもの 

FAX 

MAIL 

 

 

※当方よりコーチクリニック詳細を連絡する先 

受講競技 
（いずれか１つ✔） 

□GO・A理解のみ → □2月 3日開催分 □3月開催分 

□陸上   

□バスケットボール   「受講内容」を選択してください。 

□自転車       

受講内容 
（いずれか１つ✔） 

□すべて（GO・A  と 競技（座学・実技）） 

□競技（座学・実技）のみ 

弁当注文 

（✔） 

□要 （     ）個  ※１個 500円を当日受付にてお支払ください。 

□不要          

備考 
 

コーチクリニックで聞きたい点等ありましたらご記入ください。 

 

スペシャルオリンピックス日本・熊本 
GO（ゼネラルオリエンテーション）・A（アスリート）理解 

自転車・陸上・バスケットボール競技 
コーチクリニック開催のご案内 
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 くまモンＴシャツを販売します♪ 
 

皆さんを応援するようなサムズアップにウィンクのくまモン、 

そのまわりを囲む虹色のラインと鳥は地区大会のスローガン 

「地域の絆で はばたけ！ アスリート！」を表しています。 

 

プログラムのウェアにもぴったりな吸汗性・速乾性のある 

ポリエステル・メッシュ素材です。 

いろいろなイベントに、ぜひ皆さんおそろいのＴシャツで 

参加しませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 色・サイズ  

ピンク（Ｓサイズのみ） 黄（Ｍ、Ｌ） 

白、ネイビー、サックス（Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＬＬ、３Ｌ、５Ｌ） 

※サックスは水色に近い色です。 

※３Ｌ、５Ｌは各色２～3 枚のみ作成しました。 

 

２．価  格  1 枚 １,６00 円  

 

３．注文方法  うら面のお申込書にご記入のうえＦＡＸ・郵送、または同内容をメールにて、事務局まで 

お申込み下さい。※締切はありませんが、枚数に限りがありますので先着順に販売します。 

 

４．支払・受取 ・代金と引き換えにお渡しします（事務局、または申込書記載の場所） 

        ・郵送をご希望の場合、現金書留にて代金をお預かりし、着払（送料ご負担）にてお送り

します。 

        ・いずれの場合も、在庫を確認し、申込書に記入された連絡先に連絡します。 

        ・プログラム等でまとめての注文・支払・受取を希望の場合は、ご相談ください。 

申込・問合先：スペシャルオリンピックス日本・熊本事務局 

〒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 

 S M L LL ３Ｌ ５Ｌ 

身丈（cm） 

身幅（cm） 

肩幅（cm） 

65 

47 

44 

68 

50 

46 

71 

53 

48 

74 

56 

50 

77 

60 

53 

82 

68 

59 

 

前 後

ろ 
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  《 SON・熊本設立 25 周年記念 くまモンＴシャツ申込書 》  

名 前：                   ブランチ：          

連絡先：            （在庫確認の連絡先、昼間連絡の取れるもの） 

        

 

１． 注文枚数（色により準備できるサイズが異なります） 

【色】 【サイズ】（注文するものに○） 【枚数】（記入） 

ピンク Ｓ  枚 

黄 Ｍ ・ Ｌ  枚 

白 Ｓ ・ Ｍ ・ Ｌ ・ ＬＬ ・ ３Ｌ ・ ５Ｌ  枚 

ネイビー Ｓ ・ Ｍ ・ Ｌ ・ ＬＬ ・ ３Ｌ ・ ５Ｌ  枚 

サックス Ｓ ・ Ｍ ・ Ｌ ・ ＬＬ ・ ３Ｌ ・ ５Ｌ  枚 

合計 枚 

 

 

２． 支払・受取方法（以下から１つ選び、１・４の場合は必要事項をご記入ください）→  番 

１）事務局に来局、支払いする → 来局予定日    月    日 

   ※事務局は平日 19 時まであいています。 

  

２）２月 17 日（日）の総会で受取り、支払いする 

  ※参加の申込等は、後日別に必要です。 

 

３）２月 25 日（月）の 25 周年記念チャリティーコンサートで受取り、支払いする 

   ※参加の申込等は、後日別に必要です。 

                             〒 

４）現金書留にて支払、着払いで郵送する → 送付先住所                  

 

５）その他 →詳細をご連絡ください。 
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「つながろう九州！こころ一つに」    

 

                      

 

！みんなで踊ろう！参加者募集！ 

春三月 桜の季節に「九州がっ祭」（同時開催：火の国 YOSAKOIまつり）が開

催されることになり、SON・熊本アスリートの皆さんにもご案内が届きました。 

♪アスリート・コーチ・ファミリーが一緒になり、《♪ばってん火の国》の賑や

かなリズムに合わせ、楽しく踊ります！ 

♪熊本城をはじめ下通りや新市街などを練り歩き、沿道の皆さんから盛大な応

援をもらいます！ 

♪一カ月前から練習を始めて本番に備えますので、初心者大歓迎です！ 

日 時：３月３１日（日）９：００～２０：００ 

場 所：熊本城・中心市街地一帯    

参加費：1,500 円 （参加者が多ければ値下がりします） 

参加希望の方は 12 月 24 日（月・祝）までに、SON・熊本事務局まで FAX（０９

６－２８８－２７８２）またはメール（so-nkuma@ceres.ocn.ne.jp）にて以下

の内容をお送りください。なお、20名以上の希望があった場合のみ参加する予 

定ですので、ぜひお誘いあわせのうえ、ご参加ください！ 

詳しい事や練習計画は申し込み後お知らせします。 

問い合わせ先：０９０－９５７４‐８５６６(内藤 邦子) 

 

【YOSAKOI まつり参加申し込み】 

お名前                           （年齢：   、性別： 男 ・ 女 ） 

お名前                           （年齢：   、性別： 男 ・ 女 ） 

お名前                           （年齢：   、性別： 男 ・ 女 ） 

お名前                           （年齢：   、性別： 男 ・ 女 ） 

お名前                           （年齢：   、性別： 男 ・ 女 ） 

代表者 電話番号 

代表者 メールアドレス 

 

同時 

開催 



【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】　　　　         　　     　　　

　　　　　　寒さが身にしみる季節になりましたが、皆様にはお健やかにお過ごしのことと思います。
  　 　  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おります。
 　  　  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）

10：00～12：00

11/17～1/26

19：00～21：00

12/2～2/17

9：30～11：30

　スポーツプログラムのご案内  2018

〈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.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
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1/19～3/9

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

【熊本】ボウリング 【宇城】陸上 【熊本】スピードスケート 【御船】ボッチャ

期　日
2/2～3/23 2/17～4/7 1月末～未定 2/22～4/26

【玉名】フロアホッケー

時　間 19：00～21：00 10：00～12：00 未定（午後からの予定） 18：00～20：00 18：00～20：00

場　所 LTBボウル水前寺（旧水前寺ス
ターレーン）及びナムコ南熊本

熊本県博物館ネットワーク
センター多目的広場

アクアドーム 緑ヶ丘小学校体育館 白旗小学校

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

定　員 30名 なし 5名 なし なし

白旗小学校

申込締切 1/15（月） 2/11（月） 12/28（金） 2/10（日） 1/12（土）

説明会
1／30（水）19：00～ 2/17（日）10：00～10：30 プログラム初日　※但し条件が 2月初旬 1/19（土）18：00～

ＳＯＮ・熊本事務局
熊本県博物館ネットワーク

センター多目的広場
揃わない場合は中止有り！

荒尾市福祉センター
玉名市社会福祉協議会

熊本市中央区千葉城町5-50 松岡　喜美子　宛 小﨑　光男　宛 ＳＯＮ・玉名事務局 御船町滝川1860-3
開
　
催
　
予
　
定
　
プ
　
ロ
　
グ
　
ラ
　
ム

申込先

ＳＯＮ・熊本事務局

熊本メディアビル4Ｆ TEL（090）3738-2432 宮　貴美代　　宛

チーフコーチ

川上　愛子　　宛

ＦＡＸ（096）282-2654ＦＡＸ（0964）33-6487

宇城市松橋町豊福1107-1

黒田　雄一郎 吉澤　和弘 小﨑　光男 宮　孝人 一圓　留美子
マネージャー 西木　一美

ＦＡＸ（096）288-2782 ＦＡＸ（0968）72-4844

期　日
1/19～3/9

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 プログラム初日 プログラム初日

1/20～3/24 1/13～ 1/13～

（土曜日）全8回 （日曜日）変則 （第2日曜日）通年実施（第2日曜日）通年実施

現在開催中のプログラム

【小国】フロアホッケー
1/14～第2日曜日

【御船】バレーボール 【八代】フロアホッケー 【小国】フロアホッケー 【小国】ボッチャ

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

【植木】スノーシューイング
定　員 なし 30名 なし

【熊本】バドミントン
場　所 白旗小学校 八代サンライフ体育館 小国支援学校 小国支援学校

説明会
1/19（土）18：00～

申込者に随時実施 申込者に随時実施 申込者に随時実施
白旗小学校

なし

参加費 200円／1回
200円／1回+（会場負担

金未定）
200円／1回 200円／1回

申込締切 1/12（土） 1/20（土）厳守 1/10（木） 1/10（木）

申込先

ｻﾎﾟｰﾄセンター「悠愛」内 ｻﾎﾟｰﾄセンター「悠愛」内

ＦＡＸ（096）282-2654 FAX（0967）46-3514 FAX（0967）46-3514

御船町滝川1860-3 松本　朗　宛 安川　純　宛 安川　純　宛

川上　愛子　　宛 ＦＡＸ（0965）33/3202 小国町宮原2617 小国町宮原2617

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 プログラム初日

TEL（0967）46-2616

チーフコーチ 木戸内　富子 松本　朗 原部　翔司 原部　翔司

TEL（0967）46-2616

マネージャー 糸山　幸子

 10



QSK(らぽーる)                                   1997年 9月 18日第三種郵便物承認 通巻 6667号 2019年 1月 11日 発行 (日刊) 

11 

 

  

  

2018 年度入会・会員継続ありがとうございます（2018 年 10/21～11/30）受付分 敬称略 順不同） 

【個人会員】 髙野瑞代 藤岡祐一 銅城ひとみ    【個人賛助会員】 竹本尚代 藤岡祐機 岡本沙織 銅城裕明 

【ご寄付】 髙野瑞代 藤岡祐機 

 

 
  
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

12 月の行事予定 

9 日(日) YMCA チャリティラン ＠カントリーパーク 

16 日(日) ブランチ会 

16 日(日) 活動報告会及びナショナルゲーム報告会 

28 日(金) 熊本事務局 仕事納め 

1 月の行事予定 

7 日(月)  熊本事務局 仕事始め 

 

 

 

 

 
 
  
2019 年 2 月 17 日（日）13：30～ 慈愛園 
にて開催されます。詳しくは 3 ページをご覧ください。 
 

 

 

12 月号内容 

・1 年を振り返って ・地区大会  ・総会案内  

・25 周年記念式典案内 ・記念 T シャツ申込み 

・九州がっ祭 ・ゲームの日 ・スポーツプログラム 他 

 

第 15回ラブエイドふれあいアミューズメント 

 

 

今年の春に開催された日本青年会議所主催のイベント
で頂いた助成金の用途報告の為、中村勝子副理事長と会
合に出席しました。地区大会を纏めた DVD の映像を観な
がら、アスリートの頑張りや笑顔いっぱいの活動を報告。 
参加者からは、「どう 

やって SOの活動を全国 
に広めることができたの 
か？」などの質問に SO 
への関心の深さを感じら 
れました。（竹屋） 
 

平成 30年 11月 23日㈷ パスカワールド宇土 

認定コーチ研修会 
11 月 24 日、佐賀にて認定コ
ーチの研修会がありました。
コーチとしてどうあるべきか
を学ぶことができました。 

日本青年会議所会合に出席 11 月 19 日（月）  

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 1２月 14 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） 

ゲームコーナーでたくさん遊ん
だりボウリングを 2 ゲームしまし
た。とても楽しかったです。来年も
また参加したいです。 

アスリート山本 彗太 

 

 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              

～～九州ブロック会議 報告～～12月２日（日） 
 ブロック会議担当の熊本事務局で、SON と九州各県の代表者

21 人が集まり、新規アスリートやボランティアの拡大、来年度長

崎で開催予定のブロック大会、また各県が抱えている問題点な

どについて活発な意見交換がおこなわれました。 

 

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。 

  

イエローレシートキャンペーン

 

初めて参加しました。
コインのゲームとボウリ
ングが楽しかったです。  
アスリート浦上 佳乃 

今年もゲームの日に JAIA 日本アミューズメント産業協会熊
本県本部様からご招待をいただきました。今回で 15回目を迎え
109 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とボ
ウリング２ゲームをみんなで楽しみました。帰りには、お弁当
まで頂き心より感謝申し上げます。 

 

イオン熊本にて黄色いレシートキャンペーン贈呈式が行
われました。毎月 11 日イオンで買い物されたお客様が、
レシートをSOに投函して下さった結果1,854,136円の1%
をイオンから寄付してもらいました。感謝です！参加のみ
んなで日常のプログラムやナショナルゲームの活動を報
告しました。 
また 11 月 11 日は 11 時から 1 時間イオン熊本にて参加

のみんなで「ご協力お願いしまーす」と声かけをしました。
参加者は 13 名。お客様とのふれ合いも経験となり、レシ
ートを投函頂くと同時に温かい気持も頂いた 1 日でした。 

11 月 9 日（金）菊池郡市の小・中学校の支援学
級に通う生徒、先生、保 
護者が一堂に介し、其々 
の学校でゲームや手作り 
の品を紹介して交流をは 
かりました。 
会場内で SO ブースを 

設け、私たちの活動も見 
ていただきました。 


