
　　　

スポーツ広場
Let’s  enjoy  spor ts

町ソフトテニス協会　井上 ☎ 090-1137-4968・中村 ☎ 090-5294-4435
ソフトテニス初心者講習会
問

時

所

対

５月９日㊐、16日㊐、23日㊐、６月６日㊐、13日㊐、20日㊐（計６回）
９時～12時（ただし、６月６日㊐は13時～16時）
町テニス広場　　　　　　　　　　　1,000円
町内在住者　　　　　　　　　　   　５月７日㊎
および町内勤務の社会人

町ソフトテニス協会
井上 ☎ 090-1137-4968・中村 ☎ 090-5294-4435

ソフトテニス講習会
問

時
所

対

原則、毎月第２・第４日曜日　９時～13時
町テニス広場　　　　　  　　　 年間3,000円
町内在住者　　　　　　  　　    随時受付
および町内勤務の社会人

町テニス協会　山口 ☎ 090-4514-7753
テニス協会講習会
問

時

所

対

毎月第１・第３日曜日　９時～12時
（ただし、５月２日㊐は中止）
町テニス広場　　　　
どなたでも可。初心者歓迎。

１人600円
（テニス協会会員：300円）

料

〆

料

〆

料
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インフォメーション
Information

※５月～令和４年３月までの全44回（毎月の広報で２月分ずつ募集）
対  ・町内在住の18歳以上の方

・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。いまいち、使いこなせていない方。
※『らくらくスマホ』体験教室：スマホをお持ちでない方が対象です。

定  原則５～10人　（応募者多数の場合、抽選。応募者全員に結果を発送。）
料  無料
申   講座開催月、希望コース（A ～ D）、氏名、年齢、住所、電話番号、希望講座の受講経験の有無を記入のうえ、

生涯学習課へ提出してください。（生涯学習課窓口、郵送、FAX、メール可）
※複数のコースへの申込み可

他   持参品 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。（スマートフォン･タブレットの持込可）

開催月 コース 日　　時 講座内容 場　　所 締　　切

5月

A 19日㊌　13時～15時 『らくらくスマホ』体験教室

勤労青少年ホーム
4階音楽室

５月７日㊎　　　　
必着

B 20日㊍　13時～15時 LINE使い方教室

C 27日㊍　10時～12時 スマホを使ってみよう

D 27日㊍　13時～15時 地図で探してみよう

6月

A 16日㊌　13時～15時 LINE使い方教室

長与町公民館
大ホール

６月４日㊎　　　　
必着

B 17日㊍　13時～15時 スマホアプリ体験教室

C 24日㊍　10時～12時 アプリを使ってみよう

D 24日㊍　13時～15時 スマホを使ってみよう

はじめてのスマートフォン＆タブレット講座
生涯学習課　〒851-2185長与町嬉里郷659番地１　☎801-5682 　FAX883-7151　　  oubo.kyoiku@nagayo.jp問



生涯学習課スポーツ振興班　 ☎ 801-5683
スポーツ大会出場者へ補助を行っています
問

（公財）スポーツ安全協会長崎県支部　 ☎･FAX 845-2926　平日９時～ 17 時（祝日除く）
スポーツ安全保険に加入しましょう
問

申対 令和３年４月１日以降開催のスポーツ関係大
会の九州大会や全国大会に出場する町民の
方、または団体で出場する町内の高校
補助額（１人あたり）
①小中学校の児童または生徒が県代表として
　出場する九州大会および全国大会
　全国大会　10,000円

　九州大会　  7,000円

②高校生または社会人が県代表として出場する
　全国大会　 5,000円

補助金交付申請書（ホームページまたは生涯学
習課で入手可）、請求書、大会要項、出場者名簿
を提出（申請者と口座名義人は同一）
持参物  大会要項、出場者名簿、
　　　  印鑑（認印でも可）、
　　　  振込先口座が分かるもの
大会実施日の翌年度４月末日まで

　スポーツ活動、文化活動、ボランティア活動、地域活動を行う社会教育関係団体（４人以上）が加入できる保険
で、傷害保険や賠償責任保険などを一括契約した補償制度です。
加入依頼書配布場所  生涯学習課スポーツ振興班（☎801-5683）、十八親和銀行各本支店
●一般団体の加入区分（団体活動を行う４人以上で加入。加入者ごとに加入区分を選択。）
　※危険度の高いスポーツ活動（アメリカンフットボール、山岳登はん、ハンググライダーなど）はＤ区分でのみ補償

県内開催　　 5,000円
沖縄県開催　10,000円

（県内開催 　　5,000円）

（　　　　　　　　　　）

料

〆

加入対象者 補償される団体活動など 加入
区分

年間掛金
（一人
当たり）

傷害保険金額 賠償責任保険
支払限度額

（免責金額なし）

突然死
葬祭費用保険
支払限度額死　亡 後遺障害

（最高）
入院
（日額）

通院
（日額）

子ども
（中学生以下）
※�特別支援学
校高等部の
生徒を含む

団体活動全般 A1 800円 2,000万円 3,000万円 4,000円 1,500円
身体・財物賠償合算：
１事故５億円
※身体賠償：１人１億円

突然死
（急性心不全、
脳内出血な
ど）
葬祭費用
180万円

団体活動全般

AW 1,450円

2,100万円 3,150万円 5,000円 2,000円 身体・財物賠償合算：
１事故５億500万円
※身体賠償：
　１人１億500万円

※熱中症及び細菌性・ウイルス性食中毒の
　場合、保険金額はＡ１区分と同様

上記以外
（個人活動・個人練習など）

100万円 150万円 1,000 円 500円
身体・財物賠償合算：
１事故500万円 対象外※�熱中症及び細菌性・ウイルス性食中毒は

　対象外

大
人

64 歳以下 スポーツ活動
（スポーツ活動の指導・審判を含む）

C 1,850円 2,000万円 3,000万円 4,000円 1,500円

身体・財物賠償合算：
１事故5億円
※身体賠償：１人１億円

突然死
（急性心不全、
脳内出血な
ど）
葬祭費用
180万円

65歳以上 B 1,200円 600万円 900万円 1,800円 1,000円

高校生
以上

文化・ボランティア・
地域活動

準備・片付け・応援・
団体員の送迎

A2 800円 2,000万円 3,000万円 4,000円 1,500円

全年齢 危険度の高いスポーツ活動 D 11,000円 500万円 750万円 1,800円 1,000円

●短期スポーツ教室の加入区分（教室ごとに４人以上で加入）
　 ※インターネット受付のみです。インターネットを利用できない場合は、一般団体の加入区分で加入してください。

全年齢
短期スポーツ教室

（開催時期３か月以内の
スポーツ教室の活動）

短期
スポーツ
教室

800円 2,000万円 3,000万円 4,000円 1,500円
身体・財物賠償合算：
１事故５億円
※身体賠償：１人1億円

突然死
（急性心不全、
脳内出血など）
葬祭費用180万円
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東京2020オリンピック聖火リレーが開催されます！
生涯学習課スポーツ振興班　 ☎801-5683問
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2021.5.8
長与町

　長与町から『希望の道を、つなごう。』　町民みなさまの応援をお待ちしています！

○中尾城公園第1駐車場の入場は、来賓及び出発式観覧当選者のみとなります。ご了承ください。
○4月15日㊍から先着600名様に「聖火リレー応援メガホン」を配布します。ご希望される方は、生涯学習課までお越
　しください。なお、メガホンによる発声は控え、拍手の際に使用してください。

聖火リレールート（中尾城公園第1駐車場～定林橋付近）

時５月８日㊏　聖火リレー　午前9時00分～午前9時23分

○聖火リレーが行われるコース
および周辺道路では、図のと
おり交通規制（全面通行止め）
を実施します。ご迷惑をおか
けしますが、皆様のご理解と
ご協力をお願いします。

○規制時間　5月8日㊏　
　午前７時40分～午前９時40分
○規制区間　長与ニュータウン
　入口交差点付近～三彩交差点

○交通渋滞が予想されますので、公
共交通機関をご利用ください。

○規制時間は、当日の運営状況に
よって変更する可能性があります。

○コース上は横断できません。係員
の指示に従ってください。

○ドローンによる撮影はできません。
○聖火ランナーや隊列を追って移動

しないでください。

ＮＨＫ聖火リレー専用
サイトのご案内

聖火リレーの様子をインターネットでご覧
いただけます。
https://sports.nhk.or.jp/olympic/torch/

○マスクの着用
○体調不良などの場合は観覧しない
○大声を出さない
○距離を取る（ソーシャルディスタ

ンス）
○接触確認アプリの活用

●交通規制のお知らせ

●ご協力のお願い

●新型コロナウイルス感染症対策
のお願い

←至時津

至三根大橋 →

長与ニュータウン
入口交差点

長与町役場

三彩交差点

長与
交番

長与南小学校

スタート ９時 00 分
中尾城公園 第１駐車場

ゴール ９時 23 分
定林橋付近

交通規制（7時40分～９時40分）
長与ニュータウン入口交差点付近～三彩交差点

聖火リレールート

主要迂回路

長与町民
文化ホール

エレナ長与店長与駅高田駅


