
８月の行事

SPORTSSPORTS

期日 内容 場所
2日㊍ 熊本県B&Gスポーツ大会 総合スポーツセンター
4日㊏

～5日㊐ 町長杯卓球大会 総合スポーツセンター
B&G海洋センター体育館

22日㊌ 南九州ブロックB＆G
スポーツ大会 総合スポーツセンター

24日㊎ 長洲 ･玉東ブロック人権
「同和」教育研究集会

ながす未来館
中央公民館

30日㊍
～31日㊎ 九州地区公民館研究大会 熊本市

●問 中央公民館・生涯学習課　☎78-0053
●問 ながす未来館　　　　　　☎69-2005
●問 総合スポーツセンター　　☎78-4777

骨盤体操教室の参加者を
募集します！

　『骨盤』は身体を支えている《核》と言われ
骨盤に歪みが生じると、あらゆる不調や痛み・
変形を招くと言われています。骨盤を正しい形
に動かし整え、年齢に関係なく運動に自信のな
い人でも一度足を運んでみませんか。

■日　　時　9月4日㊋～11月 20日㊋
　　　　　　毎週火曜日　全12回
　　　　　　午前10時～10時 50分
■場　　所　総合スポーツセンター　武道場
■定　　員　20人
■参 加 費   1 レッスン500円。
■受付開始　 8月 6日㊊より
　※定員 (20 人 ) に達していない場合は、
　　実施日当日の申し込みも受け付けます。
●申・●問 長洲町総合スポーツセンター指定管理者
　　  ㈱サンアメニティ　☎ 78－ 4777

長洲町選手団が活躍しました！
～総合優勝～

第67回玉名郡民体育祭（球技・格技・水泳）
●問 中央公民館

　玉名郡民体育祭（球技・格技・水泳）は 7月
15日㊐、玉名郡内の各会場で行われました。長洲
町代表の選手はそれぞれの種目で健闘し、総合優
勝という結果でした。なお、各種目の結果は次の
通りです

種目名 成績
水泳 準優勝
軟式野球 準優勝
ソフトボール（男子） 準優勝
ソフトテニス 優　勝
卓球 準優勝
バドミントン 優　勝
バレーボール（男子） 優　勝
バレーボール（女子） ３　位

種目名 成績
バスケットボール（男子） 優　勝
サッカー 優　勝
剣道 準優勝
弓道 優　勝
テニス 優　勝
ボウリング ３　位
グラウンドゴルフ（男子） ３　位
グラウンドゴルフ（女子） ２　位

第５回　長洲にこにこスポーツ
　　　　フェスタを開催します！

●問 中央公民館

■日　時　 ９月９日㊐ 　午前9時20分～正午

■場　所 　総合スポーツセンター (雨天決行 )

■開設コーナー

　①体力運動能力測定コーナー　(対象 : 成人 )

　②体力元気度測定コーナー　(対象 : 成人 )

　③ものわすれ予防診断コーナー　(対象 : 成人 )

　④チェアエクササイズ教室 (対象 : 成人 )

　⑤バランス体感レッスン (※要申込 )

　　対象 : 成人、定員20人程度

　⑥トランポリン体験コーナー(対象:小学生以上)

　⑦ニュースポーツ体験コーナー (対象 : 小学生以上 )

　⑧親子ふれあい体操教室 (※要申込 )

　　対象 : 幼児と保護者、定員：20組程度

※参加費無料です。申し込みが必要なコーナーに

ついては、8月 31日㊎までに長洲町中央公民

館までお申し込み下さい。

平成24年度町長杯ビーチボールバレー大会の参加者を募集します。

校区公民館活動を紹介します！

平成24年度　校区公民館行事予定

■日　　時　9月23日㊐
■場　　所　総合スポーツセンター体育館
■参加資格　長洲町に在住または在勤している
　　　　　　人、または町ビーチボールバレー
　　　　　　協会登録者の人
■申込方法
　申込用紙に必要事項を記入し、中央公民館ま
たは総合スポーツセンター窓口に設置してある
受け付用の箱に投函してください。

※申込用紙は中央公民館窓口、総合スポーツセ
　ンター窓口にあります。

■申込受付期間　8月5日㊐～9月8日㊏

　●問 長洲町ビーチボールバレー協会
　　下田　☎090－ 5749－ 7065

　校区公民館は、４小学校区ごとに校区公民館長を置き、スポーツやボランティア活動など親睦・融
和を図り、地域住民が主体的に活動できる「地域づくり」を目的に開催しています。校区内の人であ
れば誰でも参加できますので、皆さんぜひご参加ください。今回はH24年度の活動予定をご紹介し
ます。

六栄校区

清里校区

腹赤校区

長洲校区

～人のぬくもりと、自然の
　  やさしさを身近に感じ
　　　誇りある六栄校区～

～地域と学校の交流により、
安心とふれあいが生まれる

清里校区～

～心が温かく芽吹き、歴史と
文化の香り高い腹赤校区～

～海とふれあいと、
　 祭りをとおして育まれる
     活力に満ちた長洲校区～

　六栄校区公民館 ( 木村 守 館長 : 古城区駐
在員 ) では、11月にビーチボールバレー大
会、2月にグラウンドゴルフ大会を開催しま
す。今年度は、公民館講座・研修会等も予定
しています。また、年間を通して、小学校の
登下校時の見守り隊活動を行っています。

　清里校区公民館 ( 恒松 新一 館長 : 駅通区
駐在員 ) では、9月に長洲 ･清里校区ビーチ
ボールバレー大会、グラウンドゴルフ大会を
開催します。ほかにも、公民館講座、11月
には防災活動、12月には校区のボランティ
ア活動として、ごみ拾いウォーキングを計画
しています。皆さんの参加をお待ちしていま
す。また、年間を通じて小学校の登下校時の
見守り活動を行っています。

　腹赤校区公民館 ( 西林 亘 館長 : 腹赤区駐
在員 ) では、校区の主要行事であるグラウン
ドゴルフ大会を2月にスポーツセンターグ
ラウンドで開催します。毎年、20チームを
越え、約170人が参加と、すっかり校区の
行事として定着しています。本年度は、幅広
い年代層に向けた公民館講座も予定していま
す。また、年間を通じて小学校の登下校時の
見守り活動を行っています。

　長洲校区公民館 ( 玉ノ木 龍兒 館長 : 上町
区駐在員)では、9月に総合スポーツセンター
体育館で、長洲・清里校区ビーチボールバレー
大会を開催します。2月には、長洲小学校
運動場でグラウンドゴルフ大会も開催予定で
す。皆さん、日頃の練習の成果を試してみま
せんか。本年度は、公民館講座も計画してい
ます。また、年間を通じて小学校の登下校時
の見守り活動を行っています。

校 区 名 事　業　名 期　日 場　所

六栄校区
ビーチボールバレー大会 11月18日㊐ 六栄小学校体育館
グラウンドゴルフ大会 平成25年2月10日㊐ 六栄小学校体育館

腹赤校区 グラウンドゴルフ大会 平成25年2月10日㊐ 総合スポーツセンターグラウンド

長洲校区
長洲・清里校区ビーチボールバレー大会 9月2日㊐ 総合スポーツセンター体育館
長洲・清里校区グラウンドゴルフ大会 平成25年2月24日㊐ 長洲小学校運動場

清里校区

長洲・清里校区ビーチボールバレー大会 9月2日㊐ 総合スポーツセンター体育館
グラウンドゴルフ大会 9月24日㊊ 建浜農村公園グラウンド
防災活動(秋季防災運動時) 11月11日㊐ 清里小学校体育館ほか
ゴミ拾いウォーキング 12月2日㊐ 各世帯～清里小学校


