
●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

SPORTS ７月の行事

第 63回「社会を明るくする運動」
弁論大会・善行者表彰式
　～犯罪や非行を防止し、
　　　立ち直りを支える地域のチカラ～

海洋教室　参加者募集！
　～カヌー・ヨット・カッター・巡視船に
　　　　　　　　　　　乗ってみませんか～

キャンプ教室　参加者募集！
■期　　日　８月３日㊏～４日㊐

原則、現地集合・解散
※どちらか１日だけの参加や昼のみ参加、夜のみ参
加もできます。
■場　　所　玉名市　たまきな荘キャンプ場
■対 象 者　小学３年生から中学生、保護者　

30～ 40人
※小学１、２年生は保護者同行のみ受け付けます。
■参 加 費　１人につき 1,000 円とお米２合
■申 込 先　長洲町中央公民館に申込書があります
■募集期間　７月５日㊎～ 15日㊊
■そ の 他　保護者を対象にした説明会を７月 16日㊋

午後８時　長洲町中央公民館で行いま
す

●問   福島　☎ 78-4097、080-3967-8849

体育協会（種目別協会など）主催事業
日程を次の通り変更します
　　　　　　　　　　　　　　　　　■生涯学習課
■町長杯ビーチボールバレー大会
変更前 ９月 22日㊐ → 変更後 ９月 29日㊐
■町長杯グラウンドゴルフ大会
変更前 10 月 15日㊋→変更後 10 月 29日㊋

長洲町にこにこクラブ（町総合型地
域スポーツクラブ）幼児水泳教室の
参加者募集
■日　　時　7月 23日㊋～ 8月 30日㊎

毎週火曜日と金曜日　
午前10時 30分～ 11時 30分の計 10回

■場　　所　長洲町室内温水プール
■費　　用　5,000 円
■対　　象　４歳～６歳児　
■定　　員　6人程度
■申込期限　7月 12日㊎
■申込場所　中央公民館（印鑑持参）　
※スポーツ安全保険料（900円）が別途必要です。
●問 ・●申     長洲にこにこクラブ事務局
　　　　長洲町中央公民館内（☎ 78-0053）

第６回町民ドッヂビー大会
清源寺Ａチームが 3連覇

TOPICS

●問 生涯学習課

　日常の家庭生活や学校生活の中で体験したことを
もとに、犯罪や非行などに関して考えたことや感じ
たことを発表する社明弁論大会が行われます ( 善行
者表彰式も同日開催 )。
　当日は来場記念として更生保護女性会から花苗が
配られます。

■日　時　　7月 20日㊏　午前 9時 30分～正午
■場　所　　ながす未来館　文化ホール

　カヌー・ヨット・カッターの基本的習慣をはじめ、
海洋のごみ学習で直接海洋汚染の実態を調査し、海
洋環境の知識を身につけてみませんか。
■期　　間　７月～８月
■対　　象　小学４年生～中学３年生まで
■募集人数　50人（定員になり次第締め切ります）
■参 加 費　500円
■服　　装　濡れてもいい服（長袖、長ズボン、靴）
■海洋教室日程

●問 ・●申   　長洲町総合スポーツセンター　指定管理者
　　　　（株）サンアメニティ（☎ 78-4777）

　第６回町民ドッヂビー大会は6月２日、総合スポー
ツセンター体育館で開催されました。
　この大会は、ドッヂビーというニュースポーツを
通じて、地域住民の親睦融和と健康・体力づくりを
目的として毎年開催されています。
　今年は、町内から 13チームが参加し、清源寺A
チームが見事３連覇を果たしました。
　なお、上位結果については次の通りです。
■順　位

優勝した清源寺Ａチーム

弁論発表予定者

学校名 氏　名 題　　名

六 栄 小 学 校
和田　　茜 家族の大切さ
西山　恒輝 命の大切さ

腹 赤 小 学 校
佐藤　美優 大切な大切なあいさつ
吉丸　優花 まずは自分から

長 洲 小 学 校
池田　剣士 いじめについて考えること
中島　由夏 お礼でつながる

清 里 小 学 校
田成　陽乃 あたりまえの大切さ
松山　実音 笑顔から教わったこと

腹 栄 中 学 校 橋本　楓菜 個性がキラリ
長 洲 中 学 校 松井　謙典 夢
北 稜 高 校 本田　雅志 私の夢
玉名女子高校 濵田　光美 進路を見つめて

優勝 清源寺Ａ
２位 古城Ａ
３位 古城Ｂ
３位 腹赤Ａ

ART

日　時 内　容 会　場

7月 29日㊊
午前 10時～
午後0時 30分

開講式
海の話あれこれ
ロープ遊び

長洲町Ｂ＆Ｇ
海洋センター
艇庫

7月 30日㊋
午後 1時～
4時

カヌー・ヨット・
カッター体験
（海洋教室）

長洲町Ｂ＆Ｇ
海洋センター
艇庫

7月 31日㊌
午後 1時～
4時

カヌー・ヨット・
カッター体験
（管内マリンスポーツ
教室）

長洲町Ｂ＆Ｇ
海洋センター
艇庫

8月 8日㊍
熊本県Ｂ＆Ｇ
スポーツ大会

宇城市三角
Ｂ＆Ｇ
海洋センター

8月 25日㊐
海岸のごみ学習
（クリーンフェスティ
バル）

長洲海岸

8月 25日㊐
巡視船乗船学習
(保護者同乗）・
閉講式

熊本新港
（予定）
※現地集合・
解散 ☆この他、下記の参加者も募集中です☆

・バドミントン教室  ・元気はつらつ運動教室
・バレーボール（小学３年生～中学生）
・サッカー教室（小学１年生～３年生）

期日 内容 場所

13日㊏
長洲町童話発表大会 ながす未来館
家庭教育講演会 長洲中学校
家庭教育講演会 腹栄中学校

14日㊐
玉名郡子ども会連合会球技大会
（ソフトボール・ビーチボールバレー）長洲中学校

玉名郡民体育祭（球技・格技・水泳）玉名郡内各会場

20日㊏ 第 63 回『社会を明るくする運動』
弁論大会・善行者表彰式 ながす未来館

27日㊏ 就学前人権教育研修会 中央公民館
27日㊏～
28日㊐　 町長杯サッカーフェスティバル 金魚と鯉の郷広場他

29日㊊～
31日㊌

海洋教室・
管内マリンスポーツ教室

長洲町 B&G海洋
センター艇庫

この事業は、スポーツ振興くじ
の助成を受け行います。


