
長与町公民館　　　☎883－2854　FAX883－8414　〒851-2128　嬉里郷636

講座名 開催日時 内　　容 定員 料金 締切

子ども小物づくり
教室

Ⓐ７月28日㊍
10時～12時
Ⓑ７月29日㊎

10時～12時

本革を使って小物づくりに
挑戦しましょう
対��小学３～６年生
他��講師 吉田　麻子

各15人 800円
程度 ７月14日㊍

子ども図工教室

Ⓐ８月１日㊊
　10時～12時
Ⓑ８月２日㊋

10時～12時

専門講師の指導の下、
図画工作に挑戦しましよう
対��小学生
他��講師 石司　絵里、林田　亮

各15人 400円 ７月14日㊍

子ども料理教室

Ⓐ８月３日㊌
10時～12時
Ⓑ８月４日㊍

10時～12時

子どもにもできる料理を楽しく作り
ましょう
対��小学生
他��講師 古山　優子

各16人 500円 ７月14日㊍

高田地区公民館　☎856-2779　FAX855-0050　〒851-2127　高田郷2594-1

講座名 開催日時 内　　容 定員 料金 締切

子ども料理教室

Ⓐ７月25日㊊

　10時～12時
Ⓑ７月26日㊋

　10時～12時

子どもにもできる料理を楽しく作り
ましょう
対��小学生
他��講師 江藤　美也子

各８人 300円 ７月13日㊌

子ども工芸教室
（エコバッグ型
　友禅体験）

Ⓐ７月28日㊍

　10時～12時
Ⓑ７月29日㊎

　10時～12時

絵が描けなくても、絵心がなくても、
型をつかって染めるので安心です。
対��小学生
他��講師 松尾　直美

各10人 1,000円 ７月13日㊌

上長与地区公民館　　　883-7711　FAX883-0575　〒851-2123　平木場郷41

講座名 開催日時 内　　容 定員 料金 締切

おいしいピザ作りに
挑戦しよう

７月25日㊊
10時～12時

生地から作る本格派！
おいしいピザ作りに挑戦しましょう
対��小学生
他��講師 池口　久美子

12人 650円 ７月12日㊋

子どもおもしろ
サイエンス

８月１日㊊～
３日㊌

10時～12時
※ ３日間とおしの

講座になります

ゴムのふしぎ
対��小学生
他��講師 長大附属小
　  松本　拓
  　鈴木　滉大

12人 800円 ７月19日㊋

子ども美術教室 ８月４日㊍

10時～12時

楽しい思い出を作品にしましょう
対��小学生
他��講師 辻本　健輝

10人 500円 ７月21日㊍

マカロニと貝がらで
夏のリースを作ろう

８月５日㊎
10時～12時

マカロニと貝がらを使って
楽しい夏のリースを作りましょう
対��小学生
他��講師 岩永　睦子

15人 400円 ７月21日㊍

インフォメーション information

対� 申���他��「子どもわくわく体験講座」と同じ。開催日時にⒶ、Ⓑとある場合は、どちらかにお申込みください。

夏休み短期体験講座
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長与町公民館　　　☎883－2854　FAX883－8414　〒851-2128　嬉里郷636

講座名 開催日時 内　　容 定員 料金 締切

水圧・大気圧と
表面張力

７月９日㊏
10時～12時

水を入れたコップの上に紙を置き、
逆さにしてもこぼれない。いろんなも
ので浮沈子を作る。水が入った容器
の中で１円玉やクリップを浮かすと
どうなるか。楽しく体験しましょう。
対��小学４～６年生
他��講師 岩永　浩

20人 無料 ６月24日㊎

高田地区公民館　☎856-2779　FAX855-0050　〒851-2127　高田郷2594-1

講座名 開催日時 内　　容 定員 料金 締切

楽しい電波教室
（電波ＩＣラジオ制作）

８月６日㊏
10時～12時

小型ラジオをつくり、電波の勉強を
しよう
対��小学４～６年生
他��講師 高木　栄次

10人 無料 ７月20日㊌

第 45 回長与町文化協会発表大会

対��小学生
申��①または②の方法で申込みください。

① 「往復はがき」に講座名、氏名、学校、学年、住所、電話番号、保護者氏名、当落統一希望がある場合はその方の氏
名を記入のうえ、各施設へ郵送（返信部分には「住所」「氏名」のみ記入）

②各施設窓口で受講申込書に記入（返信用官製はがきをご持参ください。）
他���後日はがきで当落を通知します。

●囲碁大会
時��６月19日㊐10時～15時30分予定
所���老人福祉センター
他��ご来場の際は、必ずマスクの着用をお願いします。ま

た、検温と健康チェックを行いますので、係員の指示
に従いご提示ください。

  　 コロナ感染状況によっては、中止となる可能性があり
ますので、予めご了承ください

問  町文化協会（町民文化ホール内）℡883-8731
所���町民文化ホール
他���主催（出演・出品）
　  長与町文化協会（加盟団体・個人）

●芸能部門 舞台発表　
時��６月18日㊏
　  開場　10時30分
　  開演　11時～12時

　  13時～14時30分予定

●音楽部門 舞台発表
時��６月19日㊐
　  開場　13時
　  開演　13時30分～14時30分予定

●展示部門
時��６月18日㊏９時30分～16時
　  ６月19日㊐９時30分～16時

子どもわくわく体験講座

インフォメーション information

【お詫びと訂正】
　広報ながよ５月号23ページ 第45回長与町文化
協会発表大会の「芸能部門 舞台発表」と「音楽部
門 舞台発表」の開演時間の表記に誤りがございま
した。正しくは、左記（赤字記載）の時間となりま
す。お詫びして訂正いたします。
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長与町公民館　　　☎883－2854　FAX883－8414　〒851-2128　嬉里郷636

講座名 開催日時 内　　容 定員 料金 締切

子ども小物づくり
教室

Ⓐ７月28日㊍
10時～12時
Ⓑ７月29日㊎

10時～12時

本革を使って小物づくりに
挑戦しましょう
対��小学３～６年生
他��講師 吉田　麻子

各15人 800円
程度 ７月14日㊍

子ども図工教室

Ⓐ８月１日㊊
　10時～12時
Ⓑ８月２日㊋

10時～12時

専門講師の指導の下、
図画工作に挑戦しましよう
対��小学生
他��講師 石司　絵里、林田　亮

各15人 400円 ７月14日㊍

子ども料理教室

Ⓐ８月３日㊌
10時～12時
Ⓑ８月４日㊍

10時～12時

子どもにもできる料理を楽しく作り
ましょう
対��小学生
他��講師 古山　優子

各16人 500円 ７月14日㊍

高田地区公民館　☎856-2779　FAX855-0050　〒851-2127　高田郷2594-1

講座名 開催日時 内　　容 定員 料金 締切

子ども料理教室

Ⓐ７月25日㊊

　10時～12時
Ⓑ７月26日㊋

　10時～12時

子どもにもできる料理を楽しく作り
ましょう
対��小学生
他��講師 江藤　美也子

各８人 300円 ７月13日㊌

子ども工芸教室
（エコバッグ型
　友禅体験）

Ⓐ７月28日㊍

　10時～12時
Ⓑ７月29日㊎

　10時～12時

絵が描けなくても、絵心がなくても、
型をつかって染めるので安心です。
対��小学生
他��講師 松尾　直美

各10人 1,000円 ７月13日㊌

上長与地区公民館　　　883-7711　FAX883-0575　〒851-2123　平木場郷41

講座名 開催日時 内　　容 定員 料金 締切

おいしいピザ作りに
挑戦しよう

７月25日㊊
10時～12時

生地から作る本格派！
おいしいピザ作りに挑戦しましょう
対��小学生
他��講師 池口　久美子

12人 650円 ７月12日㊋

子どもおもしろ
サイエンス

８月１日㊊～
３日㊌

10時～12時
※ ３日間とおしの

講座になります

ゴムのふしぎ
対��小学生
他��講師 長大附属小
　  松本　拓
  　鈴木　滉大

12人 800円 ７月19日㊋

子ども美術教室 ８月４日㊍

10時～12時

楽しい思い出を作品にしましょう
対��小学生
他��講師 辻本　健輝

10人 500円 ７月21日㊍

マカロニと貝がらで
夏のリースを作ろう

８月５日㊎
10時～12時

マカロニと貝がらを使って
楽しい夏のリースを作りましょう
対��小学生
他��講師 岩永　睦子

15人 400円 ７月21日㊍

インフォメーション information

対� 申���他��「子どもわくわく体験講座」と同じ。開催日時にⒶ、Ⓑとある場合は、どちらかにお申込みください。

夏休み短期体験講座
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長与町公民館　　　☎883－2854　FAX883－8414　〒851-2128　嬉里郷636

講座名 開催日時 内　　容 定員 料金 締切

水圧・大気圧と
表面張力

７月９日㊏
10時～12時

水を入れたコップの上に紙を置き、
逆さにしてもこぼれない。いろんなも
ので浮沈子を作る。水が入った容器
の中で１円玉やクリップを浮かすと
どうなるか。楽しく体験しましょう。
対��小学４～６年生
他��講師 岩永　浩

20人 無料 ６月24日㊎

高田地区公民館　☎856-2779　FAX855-0050　〒851-2127　高田郷2594-1

講座名 開催日時 内　　容 定員 料金 締切

楽しい電波教室
（電波ＩＣラジオ制作）

８月６日㊏
10時～12時

小型ラジオをつくり、電波の勉強を
しよう
対��小学４～６年生
他��講師 高木　栄次

10人 無料 ７月20日㊌

第 45 回長与町文化協会発表大会

対��小学生
申��①または②の方法で申込みください。

① 「往復はがき」に講座名、氏名、学校、学年、住所、電話番号、保護者氏名、当落統一希望がある場合はその方の氏
名を記入のうえ、各施設へ郵送（返信部分には「住所」「氏名」のみ記入）

②各施設窓口で受講申込書に記入（返信用官製はがきをご持参ください。）
他���後日はがきで当落を通知します。

●囲碁大会
時��６月19日㊐10時～15時30分予定
所���老人福祉センター
他��ご来場の際は、必ずマスクの着用をお願いします。ま

た、検温と健康チェックを行いますので、係員の指示
に従いご提示ください。

  　 コロナ感染状況によっては、中止となる可能性があり
ますので、予めご了承ください

問  町文化協会（町民文化ホール内）℡883-8731
所���町民文化ホール
他���主催（出演・出品）
　  長与町文化協会（加盟団体・個人）

●芸能部門 舞台発表　
時��６月18日㊏
　  開場　10時30分
　  開演　11時～12時

　  13時～14時30分予定

●音楽部門 舞台発表
時��６月19日㊐
　  開場　13時
　  開演　13時30分～14時30分予定

●展示部門
時��６月18日㊏９時30分～16時
　  ６月19日㊐９時30分～16時

子どもわくわく体験講座

インフォメーション information

【お詫びと訂正】
　広報ながよ５月号23ページ 第45回長与町文化
協会発表大会の「芸能部門 舞台発表」と「音楽部
門 舞台発表」の開演時間の表記に誤りがございま
した。正しくは、左記（赤字記載）の時間となりま
す。お詫びして訂正いたします。
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Let`s enjoy sportsLet`s enjoy sports

　特別ブースやハーフタイム抽選会を通して長与町をPRするほか、ナガヨミックンも会場へお邪魔し、ヴィヴィくんと
一緒に試合を盛り上げます！
　さらに、親子50組100名様の無料招待も企画中！詳細は後日ホームページやSNSで発信します。当日はぜひご来場
いただき、V・ファーレン長崎を応援しましょう！
●日時  令和4年7月10日㊐　18時キックオフ
●対戦チーム いわてグルージャ盛岡
●会場  トランスコスモススタジアム長崎（諫早市宇都町27-1）

問  生涯学習課スポーツ振興班　☎801-5683
対���みんなで楽しい夏の思い出をつくりましょう。ご家

族やお友だちと一緒に、ぜひご利用ください。
時���7月15日㊎～８月31日㊌※7月23日㊏は休園
　 ９時～17時（最終日は午前中まで）
料�� 一般：550円 （回数券11回分5,500円）
　  高校生：440円　（回数券11回分4,400円）
　  小・中学生：220円　（回数券11回分2,200円）
　  幼児（4歳以上）：110円 （回数券11回分1,100円）
　  ※回数券は町営プールで購入可
他���・ 小学4年生以下の遊泳は、危険防止のため、保護者

同伴でなければ入場できません。
　  ・ 新型コロナウイルスの感染拡大状況によって、変更

の可能性があります。

時���４月22日
所���長与シーサイドパーク多目的広場
他�� 参加者数 20人
①三井　朝松
②谷口　富美子
③面崎　照義

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

時���６月26日㊐９時～開会　（予備日７月10日㊐）
所���町テニス広場
対���以下の3点を満たす方（1人でも参加可）
　 ・町内在住者　・町内勤務の社会人　
　 ・長与町ソフトテニス協会会員
　 内��Ａクラス（上級）、Ｂクラス（中級）、
　 　  Ｃクラス（初心者）
料�� 1,000円
申���電話で申込み
〆���６月24日㊎
他�� 主催 町ソフトテニス協会

V・ファーレン長崎「長与町サンクスマッチ」開催が決定しました！

７月15日㊎「町営プール」がオープン！

結果長与町春季ターゲット・バードゴルフ大会

長与町ソフトテニス夏季大会
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Let`s enjoy sportsLet`s enjoy sports

勤労青少年ホーム　　☎883-6224　FAX883-5015　〒851-2128　嬉里郷431-1
講座名 開催日時 内　　容 定員 料金 締切

夏休み親子
クワガタ虫講座

７月26日㊋
Ⓐ9時30分～11時
Ⓑ11時30分～13時

クワガタ虫（ノコギリ、ヒラタなど）の
飼育方法・産卵方法を実践しながら
学びましょう
対��小学生
他���講師 山之内　豪樹
　   受講については保護者の参加が

必要です。

各12組 1,500円 ７月８日㊎

夏休み親子
絵てがみ講座

７月28日㊍ 
Ⓐ10時～11時30分
Ⓑ13時～14時30分

描きたいもの、身近な画材をテーマに、
楽しく描いて好きな人に送りましょう
対��小学生
他���講師 辻田　滋子
　   受講については保護者の参加が

必要です。

各８組 300円 ７月８日㊎

働く婦人の家　☎883-1583　FAX883-2005　〒851-2124　丸田郷351-2
講座名 開催日時 内　　容 定員 料金 締切

夏休み
親子パン作り

８月１日㊊
９時30分～
12時30分

家庭でできる簡単な手作りパンを親子
で一緒に楽しく作ってみませんか？
対��小学１～３年生
他��講師 中尾　京子
　　　   髙屋　ひろ子

　 受講については、保護者の参加
が必要です。

８組
16人 1,000円 ７月８日㊎

夏休み
子どもパン作り

８月２日㊋
９時30分～
12時30分

とっても可愛いいろんな形のホッカ
ホッカのパンを一緒に作りましょう
対��小学４～６年生
他��講師 中尾　京子
　　　   髙屋　ひろ子

12人 800円 ７月８日㊎

夏休み
ミニ四駆作り

Ⓐ８月20日㊏
10時～12時
Ⓑ８月21日㊐

10時～12時

ミニ四駆を作りながら動力が伝わ
る仕組みを学び、作ったマシンを走
らせましょう
対��小学４～６年生
他��講師 臼井　隆博

各16人 1,200円 ７月８日㊎

インフォメーション information

ノルディックウォークinながよ　
問  特別養護老人ホームかがやき　☎ 894-5555

時���9時45分～12時（9時30分～受付）
対���初���初心者対象：ウォーキング教室＆ショートコース
経��経験者対象：ロングコース

定���20人　料��無料
他���希望者にはポールを無料で貸出します。雨天時の開

催については、お問合せください。

開催日時 対象者・集合場所

6 月 7 日㊋ 初���特別養護老人ホームかがやき
6 月 16 日㊍ 経�特別養護老人ホームかがやき
7 月 5 日㊋ 初���長与町ふれあいセンター駐車場
７月 21 日㊍ 経�長与町ふれあいセンター駐車場
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