
2月の行事

ART

TOPICS

●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

期日 内容 場所

10日㊐

六栄校区グラウンドゴルフ大会 六栄小学校運動場

腹赤校区グラウンドゴルフ大会 総合スポーツセンター

郡市対抗熊日駅伝 天草市～熊本市

17日㊐ 長洲小学校家庭教育講演会 長洲小学校多目的ホール

24日㊐ 長洲校区グラウンドゴルフ大会 長洲小学校運動場

『読み聞かせボランティア』を
募集しています

　

　清里小学校の児童を対象に絵本の読み聞かせを行
う地域のボランティアを募集しています。「絵本を
通じて子どもたちとふれあいたい」そんな思いをお
持ちのあなた、ぜひ、活動してみませんか。
　経験は問いません。子どもたちが喜ぶ、楽しい絵
本を読んであげる気持ちで十分です。活動日などは
次のとおりです。興味のある人はぜひ、お問い合わ
せください。ご連絡お待ちしています。
■活動日　　水曜日（月２回）
　　　　　　午前８時30分～午前８時45分
　　　　　　（15分程度）
■内　容　　絵本や紙芝居などの読み聞かせ
■場　所　　清里小学校　各学年教室
※読み聞かせの絵本についてはご相談ください。
●問 生涯学習課（☎78-0053）

家庭教育子育て講演会の
お知らせ

　

　腹赤保育所では、町教育委員会と連携し、「子育て」
をテーマに次のとおり「家庭教育子育て講演会」を
開催します。皆さんお誘い合わせの上、ぜひご参加
ください。
■日　時　　２月２日 (土 )　午前10時～
■場　所　　腹赤保育所　白組ホール
■テーマ　　いのちの授業
　　　　　　「生まれてくれてありがとう」
　　　　　　「産んでくれてありがとう」
■講　師　　寺田　恵子　氏
　　　　　　（柳川めぐみ助産院　助産師）
■参加料　　無料
■主　催　　長洲町教育委員会、腹赤保育所
■後　援　　母乳育児クチュクチュ
●問 生涯学習課（☎78-0053）

▲勢いよくスタートする選手たち

◆最優秀選手賞
　原口進治さん（101FADS）

◆敢闘賞（男子）　
　溝口純平さん（長洲中）

◆敢闘賞（女子）
　市原歩実さん（長洲中）

鷗

SPORTS

第37回 長洲マラソン大会
　新春恒例の長洲マラソン大会は 1月 14日㊊、
町総合スポーツセンター周回コースで開催されま
した。
　本大会は、郡市対抗熊日駅伝大会の選考も兼ね
ており、マラソンを通して、スポーツ精神の高揚
と長洲町陸上長距離界の底辺拡大、体育振興のた
めに行われているもので、今年で37回目を数え
る歴史ある大会です。今年は県内外から約300人
の選手が集結し各部門で健脚を競いました。
　大会結果は次のとおりです。（敬省略）
◆最優秀選手賞　原口 進治（101ＦＡＤＳ）
◆敢闘賞（男子）溝口 純平（長洲中学校）　
◆敢闘賞（女子）市原 歩実（長洲中学校）

順　位 女子　3km 中学　5km 高校　10km 一般　10km 壮年　5km

１　位
小柳　春菜
熊本学園大学
10分12秒

田上　　建
玉名中学校
15分47秒

奥村　和己
玉名工業高校
33分01秒

荒木　宏太
玉名郡陸協
32分01秒

原口　進治
101FADS
16分 43秒

２　位
谷光　環奈
河東中学校
10分21秒

橋本　大輝
河東中学校
16分03秒

尾上　慶幸
玉名高校
33分09秒

田代　英介
玉名市陸協
33分03秒

村上　陽一
熊本ＣＡＣ
16分43秒

３　位
庄司　梨花
東海大五高校
10分27秒

成瀬　颯人
河東中学校
16分08秒

河原　誠剛
玉名工業高校
33分10秒

白石　弘樹
人吉ドボカーズ
33分53秒

原口　祥之
久留米市
17分58秒



SPORTS

TOPICS

第37回玉名駅伝大会が開催されました！
　玉名駅伝大会は1月20日、和水町・南関町（10区間41.5km）のコースで開催されました。同日
は玉名郡市から11チームの参加があり、真冬の寒さの中、白熱したレースが見られました。町はチー
ムが一丸となり最後までタスキをつなぎ９位でゴールしました。選手・役員・応援団が団結した大変意
義のある大会でした。

長洲にこにこクラブ
ふれあい体験スポーツ教室参加者募集！

スポーツ安全保険に加入しましょう！
平成２５年度スポーツ安全保険の加入受付が３月から開始されます。

万一のケガや賠償責任に備えて加入しましょう。

団体活動を行う５人以上の人たちで加入できます。

団体で活動中および団体活動への往復中の事故を補償します。

保険の内容は傷害保険・賠償責任保険・突然死葬祭費用保険があります。

掛け金は中学生以下の子どもが年額８００円～、高校生以上の大人については活動内容によって金額が

異なります。詳しくは下記までお問い合わせください。

■保険期間　３月中に申し込みの場合…４月１日～平成26年３月31日まで

　　　　　　４月１日以降に申し込みの場合…掛け金を振り込んだ日の翌日～平成26年３月31日まで

●問 スポーツ安全協会熊本県支部　 ☎ 096－ 213－ 9015

区　間 氏　名 行政区

監　督 鈴木　康博 東荒神

１　区 友口　貴史 向　野

２　区 市原　歩実 下　東

３　区 酒井　　駿 平　原

４　区 溝口　純平 梅　田

５　区 下川　和宏 清源寺

６　区 池田　彩音 西荒神

７　区 西辻　光徳 腹　赤

８　区 馬場　健吾 清源寺

９　区 一瀬　友希 腹　赤

10　区 上田　聖人 葛　輪

▲スタートを待つ選手たち

▲チームが一丸となり全力でタスキをつなぎました

プログラム
（開催種目） 参加対象 開催日時 会　　場

健 美 操
（ 健 康 体 操 ）

一般・高齢者
3月4・11・18・25日㊊
午前10時～11時

町中央公民館2階
トレーニングルーム

バ レ ー ボ ー ル 小3年～中学生
3月5・12・19・26日㊋

午後６時～８時
B&G海洋センター

体育館

硬 式 テ ニ ス
小3年以上
一般・高齢者

3月3・17・24日㊐
午前9時～11時

スポーツセンター
テニスコート

小 学 校 低 学 年
サ ッ カ ー

新小1年～3年
3月2・9・16・23日㊏
午前9時30分～

長洲小グラウンド

護 身 術
小4年以上
一般・高齢者

3月6・13・20・27日㊌
午後７時～

長洲小体育館

ちびっ子運動教室 小学校低学年
3月7・14・21･28日㊍
午後7時30分～8時30分

腹赤小体育館

バドミントン教室
小3年以上
一般

3月13･16･23･27･30日
午後7時30分～9時30分

腹赤小体育館

☆プログラム（開催種目）

（注1）上記開催日のどの日に参加されても結構です。（申し込みは必要です。）
（注2）バレーボール、ちびっ子運動教室、バドミントンに参加される人は、運動ができる服装、
　　　 体育館シューズ、タオル、給水用飲み物、着替えなどを準備してください。
　　　 ※バドミントンはラケットも必要です。
（注3）保険は加入しておりません。参加される人の責任でお願いします。

参加希望の人は下記申込先に用紙がありますので必要事項をご記入の上、申し込みください。

◎申 込 先　　長洲町大字長洲2772番地2

　　　　　　　長洲町中央公民館内　　長洲にこにこクラブ事務局

　　　　　　　☎78-0053　　　※申込時には印鑑が必要となります。

◎申込期限　　２月25日㊊まで（午前9時～午後5時15分まで）

長洲にこにこクラブでは平成25年度会員とサッカーの指導者を募集しています。


