
12 月の行事
期日 内容 場所

4日㊍
～ 10日㊌ 人権メッセージ作品展 中央公民館、ながす未来館

6日㊏ 長洲中学校人権教育講演会 長洲中学校
6日㊏ 腹栄中学校人権教育講演会 腹栄中学校

7日㊐ 町駅伝大会 総合スポーツセンター
～名石浜周回コース

7日㊐ 清里校区ごみ拾いウォーキング 各世帯～清里小学校
10日㊌ 長洲町人権教育講演会 中央公民館
14日㊐ 長洲小学校家庭教育講演会 長洲小学校
14日㊐ 腹赤小学校人権教育講演会 腹赤小学校

問い合わせ先
●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

～大人への第一歩を踏み出す式～

　立志式を開催します！
12月は人権について考えてみませんか

～12月４日～10日は人権週間です～

平成26年度人権教育講演会を開催します！

人権メッセージ・作品展を開催します！

中央公民館主催講座好評開催中！
－自分らしい最期を考え準備する－「終活（人生のエンディング）講座」

　立志式とは、古来の成人式で「元服」にあたる
14歳に志を立て、自分を見つめるとともに自分の
生き方を考え、大人への第一歩を踏み出す式です。
　毎年、町青少年育成町民会議（福田了栽会長）が
中学２年生を対象に町内の中学校と連携して行って
います。
　ことしは、TV「夕方いちばん」の司会でお馴染
みのRKK熊本放送アナウンサー木村和也氏を講師に
お迎えし、講演を行います。
　また、未来館情報プラザでは、生徒たちの志の言
葉を展示します。皆さんぜひ、お越しください。
■日　時　平成27年２月４日㊌
　　　　　開場　午前９時30分
　　　　　開式　午前10時
■場　所　ながす未来館　文化ホール
■講　演　
　　演題　「言葉でつなぐ心の絆」
　　講師　　木村　和也氏（熊本放送アナウンサー）
■主　催　町青少年育成町民会議
　　　　　腹栄中学校、長洲中学校
●問 中央公民館

　町内における人権意識の高揚と推進を図るため、
次のとおり人権教育講演会を開催します。
　どなたでも参加できます。多数のご参加をお待ち
しています。
■日　時　12 月 10 日㊌午後２時開会
■場　所　中央公民館　集会室
■演　題　「子どもたちのいのちにありがとう」
■講　師　高濱伸一氏（NPO 法人「いのちをつな

ぐ会」代表）
■参加料　無料
※講演会の前に県人権啓発
　キャラクター「コッコロ
　隊」の人権ミニステージ
　があります。
■主　催　長洲町
　　　　　長洲町教育委員会
　　　　　長洲町人権教育推進協議会
■共　催　町老人クラブ連合会「老人大学」

　人権週間（12 月４日～ 10 日）にあわせて、こ
としも町内小中学校の児童生徒による標語「人権
メッセージ」150点と園児、児童生徒の人権ポスター
および人権に関する作品を展示します。どれも力作
ぞろいの作品をぜひご覧ください。

■日時　12 月４日㊍～ 10 日㊌
■会場　中央公民館ロビー
　　　　ながす未来館情報プラザ（旧ホワイエ）

　町中央公民館では次のとおり「終活講座」（後期）を開催します。
「終活」とは、残された家族が困らないよう、自分のお葬式やお墓・遺言などについて計画を立て、第
二の人生をよりよいものとするための事前準備のことです。
　後期講座では、前期講座のアンケート結果をもとに要望の多かった介護関係を中心に開催します。受
講料は無料です。お気軽に申し込みください。

■定員（各）講座　50人程度　※参加状況を把握するため事前に電話での申し込みをお願いします。
※この講座は、連続講座ではありません。興味のある講座だけ参加できます。
●申・●問 生涯学習課（中央公民館内）（☎78-0053）

第２回 第３回

テ ー マ 介護保険制度の基礎知識
－生命保険の介護保障－ 介護施設の種類と違いを学ぼう！

講座内容

介護保険制度の基礎的な知識と民間の医療・介
護保険商品の仕組みなどについてわかりやすく
学びます。

介護施設の種類と違いなどの基礎的な知識と
「有料老人ホーム」や「サービス付き高齢者向
け住宅」など入居契約を結ぶときに特に注意す
べき点、業者選びのポイントについて学びま
す。

日　　時 12月12日㊎
午前10時～正午

平成27年１月23日㊎
午前10時～正午

会　　場 町中央公民館　研修室

講　　師
公益財団法人　生命保険文化センター

牛嶋　信治　氏
熊本県金融広報アドバイザー

広瀬　美貴子　氏

清里校区自主防災訓練

冬休み★子ども読書スタンプラリー

本のリサイクル会

冬のおはなし会

すくすく絵本パックはじめます！

長洲小学校家庭教育講演会

　清里校区自主防災訓練（清里校区公民館主催）が、
11 月９日、清里小学校で実施されました。
　これは、秋季全国火災予防運動に合わせて実施し
たもので、校区民約 70 人が参加しました。当日は、
清里小学校体育館で女性消防隊の指導によるＡＥＤ
の使用方法と救急蘇生法の講習を行いました。その
後、町消防団第５、６分団による消火栓の確認や説
明などがあり、参加者は熱心に耳を傾けていました。

　夏休みに好評だった「読書スタンプラリー」を冬
休み期間も開催します。今回もステキなプレゼント
をたくさん準備しています！皆さん、参加してくだ
さいね！
■期間：12 月 20 日㊏～１月 31 日㊏
■対象：町内の小学生
※詳しくは、図書館カウンターでおたずねください。

　書庫整理のため、保存期間が過ぎた雑誌や本
を無料で配布します。
■日時　12 月６日㊏午前 10 時～午後４時
■場所　長洲町図書館

　幼児と低学年のための冬のおはなし会が行わ
れます。普段のおはなし会とはちょっとちがう、
特別なおはなし会に参加してみませんか。
■日時　12 月 20 日㊏
　　　　開場　午前 10 時 30 分～ 11 時 45 分
■場所　ながす未来館　研修室

　絵本を選ぶ時間がないおとうさん、
おかあさん。どんな本を選んだらいい
のか悩んでいる人。図書館員（司書）
がどんな本を選んだのか気になる人…。
いつもと違った本に出合うチャンスで
す。
※詳細は、お気軽に図書館カウンター

でおたずねください。

■日　時：平成 26 年 12 月 14 日㊐
　　　　　午後２時～３時 30 分
■場　所：長洲小学校　多目的ホール
■講　師：大畑誠也氏（九州ルーテル学院大学客員教授）
■テーマ：「21 世紀に求められる能力」
　　　　　～悪戦苦闘能力を身につけましょう～
■参加料：無料（どなたでも参加できます）
●問 生涯学習課　☎ 78-0053

～あの熱血先生が再び来町！～

●問 長洲町図書館

●問 長洲町図書館
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12月の催し物案内
ながす未来館文化ホール

ながす未来館自主文化事業
三井住友海上文化財団派遣コンサート

Event

Event

月／日（曜） 催し物 問い合せ窓口 ①開場時間 ②開演時間 入場料

12/  3 ㊌ 認知症サポーター
ステップアップ研修会 in 有明

福祉保健介護課
（☎ 78-3144）

①午後１時
②午後１時30分 無料

12/  6 ㊏ 腹赤・上沖洲保育所
合同クリスマス発表会

上沖洲保育所
（☎ 78-1818）

①午前９時
②午前９時30分 無料

12/  7 ㊐ 野原保育園　おゆうぎ会 野原保育園
（☎ 68-2623）

①午前９時15分
②午前10時 無料

12/13 ㊏ 長洲・清里保育所
合同クリスマス発表会

長洲保育所
（☎ 78-2280）

①午前９時
②午前９時20分 無料

12/14 ㊐ 長洲小学校学習発表会 長洲小学校
（☎ 78-0109）

①午前９時
②午前９時30分 無料

12/14 ㊐ ピアノ・エレクトーン発表会 浦田　美香
（☎ 57-4704）

①午後３時45分
②午後４時 無料

12/20 ㊏ 六栄保育所クリスマス発表会 六栄保育所
（☎ 78-0954）

①午前９時
②午前９時10分 無料

12/21 ㊐ 生活発表会 小鳩幼稚園
（☎ 68-1104）

①午前９時
②午前９時30分 無料

  12/23
 （㊋・祝） 岱明幼稚園　生活発表会 岱明幼稚園

（☎ 57-4158）
①午前９時
②午前９時15分 無料

変更がある場合がありますので、詳細は主催者にお問い合わせください。
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　囲碁を通じて「友達の輪」を広げてみませんか。
囲碁のルールはとてもシンプルです。シンプルであ
るが為、自由度が高く、ある程度の慣れと経験を重
ねないとひろい盤上を前に途方にくれます。囲碁を
通じて①判断力②相手の気持ちを考える③先を考え
る大切さなどを養うことが出来ます。

　美しい三味線の音色は人の心に安らぎを与えてくれ
ます。楽しく学ぶことが一番と話される鹿島先生と週
一度のレッスンはとても楽しみです。文化祭に参加し
て交流を深めあい、また、施設訪問で喜んで頂いてと
ても幸福感を味わう事もあります。一緒に楽しみませ
んか。

■代表　石橋昭　■活動日　月１回 第２日曜日 午前９
時～午後４時　■会費　１カ月 1000円
■場所　町中央公民館　■会員　10人
■参加対象者　どなたでも
●問 石橋昭 （☎ 78-5002）

■代表　鹿島隆子　■活動日　第 1・2・3金曜日　午
後 2時～ 4時　■会費　１カ月 1000円　■場所　自
宅、町研修センター、むつみ園　■会員　17人
■参加対象者　どなたでも
●問 鹿島隆子（☎ 78-4379）

「
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ながす未来館・図書館コーナー ●問 ながす未来館 ☎ 69-2005
●問 長洲町図書館 ☎ 69-2060 SPORTS

第39回長洲マラソン大会を開催します 子ども会連合会ティーボール大会

笑顔グラウンドゴルフ上半期表彰クリスマスアクアを開催します！

　第 39 回長洲町マラソン大会を次のとおり開催
します。多数のご参加をお待ちしています。
■主　　催　長洲町体育協会・熊本日日新聞社
■日　　時　平成 27 年１月 12 日（㊊・祝）
　　　　　　午前 9 時開会
■種目及びスタート時間（変更の可能性あり）
　　　　　　①女子 ３ ㎞の部　10 時 00 分
　　　　　　②中学 ５ ㎞の部　10 時 20 分
　　　　　　③高校 10㎞の部　10 時 25 分
　　　　　　④一般 10㎞の部　10 時 25 分
　　　　　　⑤壮年 ５ ㎞の部　10 時 30 分
■参加資格　中学生以上
■参 加 費　中高生  600 円（町内者 300 円）
　　　　　　一　般  800 円
■コ ー ス　総合スポーツセンター
　　　　　　～名石浜周回コース
■申込期限　12 月 12 日㊎
■申込方法　下記申込先へご連絡ください。
　　　　　　大会要項、申込書をお送りします。
●申・●問 長洲町体育協会事務局（中央公民館内）
　　　　　　TEL78-0053　FAX78-0345

　第 19 回長洲町子ども会連合会ティーボール大
会が、11 月 16 日、総合スポーツセンターで開
催されました。
　大会には、14 チームが高学年の部、低学年の
部に別れて参加し、多くの保護者の声援の中、熱
戦が繰り広げられました。
　上位の結果は次のとおりです。

　スポーツセンターで毎月第２・４火曜に行って
いる笑顔グラウンドゴルフの上半期表彰を行いま
した。
　入賞者の皆さん、おめでとうございます。
■総合成績（男女別）
　１位　東度　忠雄さん　１位　荒岡　慶子さん
　２位　森　　君昭さん　２位　中村キヌヨさん
　３位　田中　国洋さん　３位　戸次陸奥子さん
　　　　　　　　　　　　３位　下田　明子さん
■ハイスコア賞（男女混合）
　１位　松野　八郎さん
　２位　松岡　與一さん
　３位　田中　国洋さん

　長洲町温水プールにてイベント「クリスマスア
クア」を開催します。
　水中ウォーキング、アクアビクスなどを取り入
れた誰でも安心してご参加いただけるプログラム
です。１日限りの限定レッスンですのでぜひご参
加ください。
　■開催日時　12 月 22 日㊊午後２時～３時
　■参 加 費　500 円（入場料込）
　■申込方法　温水プール窓口にてお申し込み
　　　　　　　ください。
　■申込締切　12 月 15 日㊊
　●問 長洲町温水プール（☎ 78-6446）

▲昨年の様子(女子3Kmの部スタート直後)

▲低学年の部で優勝した
　東荒神子ども会

▲高学年の部で優勝した
　大明神子ども会

優　勝 東荒神子ども会
準優勝 梅田子ども会
３　位 建浜子ども会

優　勝 大明神子ども会
準優勝 建浜子ども会
３　位 東荒神子ども会

【低学年の部】 【高学年の部】

平成27年長洲町成人式のご案内
　新成人の皆さんをお祝いし、次のとおり開催し
ます。
■日　時：平成 27 年１月 11 日㊐
■会　場：ながす未来館　文化ホール
■対象者：平成６年４月２日から平成
　　　　　７年４月１日生まれの町内
　　　　　在住者および出身者
※案内状を 12 月中旬に送付します。

和谷泰扶（わたにやすお）ハーモニカ・トリオハーモニカ・トリオ
～チェロとピアノに囲まれて～＜12/６㊏チケット発売開始！＞

■日　時　平成27年２月８日㊐ 開場 午後1時20分　　開演  午後２時
　　　　 （午後１時30分より１Ｆホワイエにて、ハーモニカ･ロビーコンサートを行います。）
■場　所　ながす未来館　文化ホール
■入場料　全席自由　一般1,000円　高校生以下500円　※未就学児の入場はご遠慮ください。
　　　　　※本コンサートは（公財）三井住友海上文化財団の助成により低料金に設定しています。
■プレイガイド　ながす未来館、長洲町総合スポーツセンター、玉名市民会館、
　　　　　　　　荒尾総合文化センター、大牟田文化会館、一茶園、セブンチケット


