所 勤労青少年ホーム4階パソコン室

募集

内 1日目 スマートフォンの使い方

ママベビマ（4月）

4月27日㊎
10時〜12時

上長与地区公民館
2階和室

平成29年10月〜
平成30年1月生まれ

4月19日㊍

※ママベビマ…お母さんとお子さんの2人で参加していただく講座
内 ベビーマッサージについての説明（効果、オイルなど）
、親子で楽しくマッサージ、トークタイム
（子育ての悩み、不安なことをみんなでお話し）
定 6組 ※申込多数の場合は抽選。初めて受講される方優先。 料 無料
申 申込講座の日付、お母さま・お子さまのお名前、お子さまの生年月日、住所、電話番号（携帯）
、マッ
サージを受ける子以外に同伴されるお子さまのお名前・年齢を生涯学習課へ FAX・メール、もしくは
直接窓口で申込み。
他 準備品 いつものお出かけセット（ミルク、おむつ）
、バスタオルなど
主催 生涯学習課 共催 こども政策課（おひさまひろば）

募集

2018「平和コンサートinながよ」Vol.19 出演者募集！

4,800円

ハングルの読み・書き
韓国語 李 惠珍 会話を中心に学習し
ができ、簡単な日常会 15人
会話
先生
ます。
話ができる方

5月7日㊊〜
毎週月曜日
19時30分〜21時

30回 18,000円

文化や生活を学びな 中国語の読み・書きが
がら基本的表現を学 でき、簡単な日常会話 15人
ができる方
習します。

5月10日㊍〜
毎週木曜日
19時〜20時30分

30回 18,000円

中学生以上から
英会話を楽しく学習
英会話 Shannon
します。初心者の方 ※やさしい挨拶、日常 20人
初級 猿渡先生
会話から練習します。
も大歓迎です。

5月8日㊋〜
毎週火曜日
18時〜19時30分

30回 18,000円

長与再発見

②
「ジュネス弦楽アンサンブル」
と一緒に演奏する仲間募集！
ジュネス弦楽アンサンブルは、「子どものための弦
楽器講座」を修了した後、有志が集まって合奏を楽
しんでいる団体です。音楽活動を通して、自然の美
しさや人との絆やぬくもり、そして平和を大切にす
る心を育みたいと願っています。ご一緒に演奏を楽
しみませんか。
指揮 西郷光昭 氏
時 5月12日㊏〜8月4日㊏の毎週土曜日9時30分〜12時
所 町民文化ホール大ホール、長与町公民館
対 小学生・中学生の経験者 〆 4月27日㊎

③
「平和コンサートinながよ弦楽アンサンブル」
参加者募集！
県内唯一のプロ室内オーケストラ「長崎 OMURA 室
内合奏団」のメンバーとアンサンブルに参加してみませ
んか。リピーターも大歓迎です！
コンサートマスター
バイオリニスト 中西弾 氏
（長崎OMURA室内合奏団所属）
時 5月27日㊐〜8月4日㊏の間の土曜日または日曜日
13時30分〜17時（全12回予定）
所 町民文化ホールリハーサル室・大ホール、長与町公民館
対 高校生以上の経験者
〆 4月27日㊎ ※締切後も各パート定員まで随時募集
他 募集パート 弦楽器パート
④「平和コンサート in ながよ合唱団」団員募集！
毎年、町内で活躍する合唱団メンバーを中心に構
成され、作曲家の指方浩先生の指揮のもと、息のあっ
た素晴らしい歌声を披露しています。合唱に慣れ親
しんでいる方、一緒に歌ってみませんか。
指揮 指方浩 氏
時 5月19日㊏〜8月4日㊏の毎週土曜日14時〜16時
所 町民文化ホール大ホール、働く婦人の家
〆 4月27日㊎
他 参加ご希望の方は、所属合唱団を通してお申込み
ください。
募集パート ソプラノ・アルト・テノール・バス
演奏曲 千羽鶴、消えた八月、大地讃頌ほか

2018年4月号 広報 ながよ

No.745

長与再発見

8回

①第10回「子どものための弦楽器講座」受講生募集！
弦楽器に初めて触る子どもたち大歓迎！講座の集
大成としてコンサートで練習の成果を披露します。
バイオリンやチェロの演奏を通じて、音楽の楽しさ、
素晴らしさを感じてみませんか。
講師 齊藤享 氏、時津仁美 氏
時 説明会 5月12日㊏
練習日 5月19日㊏〜8月4日㊏の間の土曜日14時
〜16時または日曜日10時〜12時（全15回予定）
所 町民文化ホールホワイエ・大ホール
対 小学生
（バイオリンまたはチェロの未経験者・初心者）
※低学年は保護者の付き添いが必要です。
定 25人程度 料 無料 〆 4月27日㊎
他 楽器貸出しあり。応募多数の場合は抽選となります。
楽器をお持ちの方はご持参ください。

カレンダー

カレンダー

5月8日㊋〜
毎週火曜日
19時30分〜21時

No.745 2018年4月号

締切

子育てランド

子育てランド

韓国語 郷野 博 ハングル表からの学 ハングルを初めて学習
15人
入門
先生
習です。
する方

広報 ながよ

対象（目安）

図書館だより

図書館だより

受講料

5月8日㊋〜
毎回シチュエーショ
中学生以上から
英会話 Shannon
15人
毎週火曜日
30回 18,000円
ン別に実践英会話を
※日常会話ができる方
中級 猿渡先生
19時40分〜21時10分
勉強します。
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場所

健康テラス

健康テラス

定員

日時

スポーツ広場

スポーツ広場

回数

于 梅
先生

対象者

講座名

くらしの情報

くらしの情報

日時

中国語
中級

内容

ベビーマッサージは、ママからの心地よいスキンシップにより、赤ちゃんの「こころ」と「からだ」
の発達を促し、親子の信頼関係を強くする効果がとても高いといわれています。ベビーマッサージを通
して、月齢の近い子どもをもつママ友達も作ることができますよ♪

長与
よかとこめぐり

長与
よかとこめぐり

各講座は全30回（韓国語入門は8回）
、年会費、受講料の他にテキスト代が必要になります。
途中で退会されても受講料の返金はいたしません。受講ご希望の方は、長与町国際交流協会事務局まで
電話またはメール及び協会ホームページからお申込みください。（応募者多数の場合は抽選、長与町民優先）
所 長与町公民館
料 受講料＋テキスト代＋年会費 一般1,000円、高校生以下500円
〆 4月19日㊍
講師名

☎801-5682 6883-7151 *oubo.kyoiku@nagayo.jp
agayo.jp

役場の
お仕事紹介

役場の
お仕事紹介

申 ・ 問 長与町国際交流協会事務局（担当：高松） ☎801-5661
*kikaku@nagayo.jp 協会ホームページ http://www.nagayo-kokusai.com/index.html

講座名

長与町嬉里郷659-1

問 生涯学習課文化振興班 ☎801-5682 6883-7151 *oubo.kyoiku@nagayo.jp
時 8月5日㊐開催
申 窓口にて直接申込み、またはメール・FAX で申込書を送付（申込書は町ホームページからダウンロードできます）

語学講座受講者募集のお知らせ

募集

問 生涯学習課

地域
POWER！

地域
POWER！

●はじめてスマートフォン＆タブレット講座
（5月）
時 5月23日㊌・24日㊍13時〜15時
〆 5月1日㊋必着
（6月）
●はじめてスマートフォン＆タブレット講座
時 6月27日㊌・28日㊍13時〜15時
〆 6月5日㊋必着

〜あかちゃんとママの “ こころ ” と “ からだ ” をつなぐ〜

Nagayoの
情報通

Nagayoの
情報通

スマートフォン・タブレットの基本操作を学び、生活
の中で使いこなせるようになっていただくまでのカリ
キュラムとして、今年度から2日間連続講座「はじめて
のスマートフォン＆タブレット講座」
を開講します。初心
者の方にもわかりやすく、
じっくり、
しっかり学んでいた
だくことができる講座です。2日間で、あなたもスマー
トフォン・タブレットの達人になれること間違いなし！
※5月〜平成31年3月までの原則毎月第4水曜
日・木曜日の13時〜15時に開催します。
（全11回。毎月の広報で2回講座分ずつ募集します）

（電話をかける、メールの文字入力など）
2日目 タブレットの使い方
（インターネット、カメラ、アプリなど）
対 ・スマートフォン・タブレットに興味があ
り、まずは体験してみたい方。
・スマートフォン・タブレットを、いまいち
使いこなせていない方。
※いずれも18歳以上の町内在住者で、2日
間連続で受講できる方。
定 各講座5〜10人
※応募者多数の場合は抽選となります。応
募者全員に結果を発送します。
※5人に達しなかった場合は中止となります。
料 無料
申 希望講座名、氏名、年齢、住所、電話番号、
講座の受講経験の有無を記入のうえ、生涯学
習課へ。（直接持参、郵送、FAX、メール可）
他 当日持ってくるもの
抽選結果はがき
※スマートフォン・タブレットはこちらで
準備します。

ベビーマッサージ講座

集

集

問 生涯学習課社会教育班
☎801-5682 6883-7151
〒851-2185長与町嬉里郷659番地1
*oubo.kyoiku@nagayo.jp

特

特

はじめてのスマートフォン＆タブレット講座
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