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

平成 30 年
長洲町成人式実行委員募集！

第 14 回町長杯ビーチボールバレー大会
　参加者募集のお知らせ

町室内温水プールから
８月の営業時間のお知らせ

第 72 回玉名郡民体育祭【球技・格技・水泳】
町選手団が活躍しました！

子どもたちの熱気あふれるプレーに感動！　　
　　玉名郡子ども会連合会球技大会

第 9 回長洲にこにこスポーツフェスタ　～長洲まるごとスポーツ Day ～

参加チーム募集！

　一生に一度の成人式を自分たちでプロ
デュースしてみませんか。
　会議、打ち合わせは、月 2 回程度を予定
しています。
■成人式日時　平成 30 年 1 月 7 日㊐
　　　　　　午後 2 時 30 分
■場　　所　ながす未来館文化ホール
■内　　容　成人式の企画、運営
■募集人員　７人程度
■募集期間　随時
※ 成人式の案内状は、12 月ごろに発送予

定です。
●問 ・●申 　生涯学習課　☎ 78-0053

　7 月 16 日に玉名郡内の各会場で、第 72 回玉名郡民体育祭（球
技・格技・水泳）が行われました。町代表の選手は、それぞれの
種目で健闘しました。優勝したチームは、9 月 16 日㊏から 17
日㊐に人吉・球磨で開催される、第 72 回熊本県民体育祭に出場
します。

　７月 16 日、総合スポーツセンターおよび長洲中学校体育館で
玉名郡子ども会連合会球技大会が開催されました。長洲町代表と
して、下東子ども会、腹赤子ども会が出場し、白熱した試合を繰
り広げました。試合結果は次のとおりです。

≪ソフトボール≫
優　勝　菊水中央小子ども会
準優勝　南関第四小子ども会
３　位　下東子ども会

下東子ども会

腹赤子ども会

《ビーチボールバレー》
優　勝　菊水中央小子ども会
準優勝　腹赤子ども会
３　位　南関第二小子ども会

■日　　時：9 月 24 日㊐　午前 9 時
■場　　所：町総合スポーツセンター体育館
■参加資格： 町内在住者（中学生以上）、町内在勤者、町ビー

チボールバレー協会登録者で構成するチーム。
■申込方法： 町中央公民館に設置の申込用紙に必要事項をご記

入の上、受付箱に投函してください。
■参 加 費
　①町ビーチボールバレー協会登録者が 3 人以上の
　　チーム：2,000 円
　②それ以外のチーム：2,500 円
■受付期間：8 月 13 日㊐～ 9 月 10 日㊐　午後 5 時まで
●問 町ビーチボールバレー協会　下田　☎ 090-5749-7065

　温水プールの８月の営業時間は、次のと
おりです。

■期　　間　8 月 1 日㊋～ 27 日㊐
■営業時間　午前 10 時～午後 8 時
　（上記期間中は、休館日はありません）

※ 8 月 28 日㊊から通常営業
　（休館日：毎週金曜日）

●問 町室内温水プール
　☎ 78-6446

平成 29 年度　長洲町中央公民館主催講座

暮らしイキイキ★自分みがき講座
　本年度は、幅広い年代層を対象に、「毎日を
元気に豊かでイキイキと暮らすためのヒント」
となる講座を、全 12 回開催します。各世代で
興味関心の高い内容を選び、皆さんの毎日に役
立つ講座を開催していきます。

＊＊＊第 1 回講座＊＊＊
■テーマ
「高齢者の交通重大事故を
　　　　　　　防止するために」
■講　師　　松本　貴子先生

（九州中央リハビリテーション学院
理学療法学科専任教員）

　現在、高齢者が加害者になる交通事故が増え
ています。あなたのその運転大丈夫ですか ?!
　スクエアステップ指導員でもある松本先生の
楽しく聴いて実践する講座です。
　みなさん、お誘い合わせのうえご参加くださ
い。

■日　時：８月５日㊏
　　　　　午前 10 時～ 11 時 30 分
■場　所：町中央公民館　視聴覚室
■対　象：どなたでも受講できます。
■参加料：無料

●問 　生涯学習課　☎ 78-0053

種目 成績 種目 成績

水泳 ３位 バスケットボール 男 ２位

軟式野球 優勝 サッカー 優勝

ソフトボール 男 優勝 剣道 ２位

ソフトテニス ２位 弓道 ３位

卓球 ４位 テニス 優勝

バドミントン 優勝 ボウリング 優勝

バレーボール 男 ２位 グラウンドゴルフ 男 ３位

バレーボール 女 ３位 グラウンドゴルフ 女 ３位

幼児から高齢者まで、どなたでも参加できるスポーツイベントです。みんなで楽しく汗を流しましょう！
■日　時　9 月 10 日㊐　開会式　午前 8 時 30 分
■場　所　町総合スポーツセンター
■参加費　無料
■種　目
　【午前の部】午前 9 時～正午 
　①長縄跳び　②ペタンク　③ビーチボールバレー（一般・高齢者：８チーム）　④健康相談＆運動指導　⑤カヌー体験（10人）
　【終日開催】午前 9 時～午後 3 時
　⑥ティーボール　⑦忍者ごっこ　⑧５人連続フリースロー　⑨骨密度測定　⑤脳年齢測定　⑩インボディ測定
■参加申込　①、③、⑤、⑧は事前申し込みが必要です。定員になり次第、締め切ります。
　　　　　　②は、各区体育委員へお申し込みください。（●問 生涯学習課　☎ 78-0053）
　　　　　　その他の種目は、当日参加が可能です。
●問 ・●申 　ＮＰＯ法人長洲にこにこクラブ　☎ 080-4693-3492

　第 23 回長洲・清里校区
　地域親睦ビーチボールバレー大会
　皆さん、体を動かしていい汗を流しませんか？
■日　　時：９月３日㊐　開会式：午前８時 45 分
■場　　所：町総合スポーツセンター体育館
■参加資格：長洲・清里校区の中学生以上の居住者
■チ―ム編成：一般の部、高齢者の部（60 歳以上）ともに、
　　　　　　行政区単位で編成する。
■申込方法：各区長または、体育委員まで申し込んでください。
■参 加 費：20 円（スポーツ傷害保険料）
　※参加費は、「出場者名簿」提出時に納入してください。
■申込締め切り：８月 22 日㊋まで
　●問 生涯学習課　☎ 78-0053

８月の行事
期日 内容 場所

５日㊏ 町長杯卓球大会 総合スポーツセンター

５日㊏ 長洲町中央公民館講座 町中央公民館

11日㊎ 第 56 回玉名地方童話発表大会 南関町公民館

22日㊋ 小学生一日司書体験 町図書館
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