
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

子どもマジック教室 10月22日㊏
10時～12時

楽しいマジックを「見て、習って」
あなたも立派なマジシャン
講師 井出　浩二

20人 無料 10月6日㊍
必着

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

楽しいお菓子づくり 10月15日㊏
10時～12時

チョコバナナケーキをつくろう
講師 江藤美也子 ８人 300円 9月28日㊌

必着

はじめてのスマートフォン講座

対��・町内在住の18歳以上の方
　  ・スマートフォンを体験してみたい方、または、いまいち使いこなせていない方
定����原則10人（応募者多数の場合、抽選。応募者全員に結果を通知。）　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、受講経験の有無を記入のうえ、生涯学習課へ提出。

（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���スマートフォンはこちらで準備（スマートフォンの持込可）
　「LINEの基礎知識」については、ご自身のスマートフォンにLINEアプリをインストールし、初期設定を完了したうえで、

ご参加いただきます。

開催月 コース 日時 講座内容 場所 締切

10月

A 26日㊌10時～12時 アプリを使ってみよう

高田地区公民館
１階談話室

10月7日㊎
必着

B 26日㊌13時～15時 LINEの基礎知識

C 27日㊍10時～12時 地図で探してみよう

D 27日㊍13時～15時 スマホカメラを楽しもう

11月

A 29日㊋10時～12時 スマホカメラを楽しもう

上長与地区公民館
１階コミュニティルーム２

11月４日㊎
必着

B 29日㊋13時～15時 LINEの基礎知識

C 30日㊌10時～12時 スマホを使ってみよう

D 30日㊌13時～15時 アプリを使ってみよう
※５月～令和５年３月までの全 44 回（毎月の広報で２月分ずつ募集）

問��生涯学習課　〒 851-2185　嬉里郷 659 番地１　☎ 801-5682　 FAX883-7151　oubo.kyoiku@nagayo.jp

子どもわくわく体験講座

対��小学生
申����①または②の方法で申込み。
  　 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（返信部分には自身の「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。

インフォメーション information
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インフォメーション information

シーボルト食堂　～学生手作りの栄養満点弁当を召し上がれ～

問  生涯学習課　☎801-5682

時��11月３日㊍㊗
  　開場 13時30分開演 14時
所��町民文化ホール（吉無田郷73番地１）

内��講師 横田　慎太郎氏（元プロ野球選手、YouTuber）
  　 脳腫瘍の宣告から闘病生活を語った自伝的エッセイ

「奇跡のバックホーム」がテレビドラマ化され、話題
となった横田慎太郎さんをお迎えし、「あきらめない
心」と題し、語っていただきます。

料����無料・全席指定（座席選択できません）
  　入場には「入場整理券」が必要です。
  　入場整理券取扱い
  　９月30日㊎９時から配布開始（１人２枚まで配布）
  　生涯学習課（役場庁舎２階）／町民文化ホール

問  こども政策課母子保健係 ☎801-5881（内線138）
  　県立大学シーボルト校シーボルト食堂　代表　河又
  　☎813-5500（内線4507）　FAX813-5220
  　sunsyokudo@sun.ac.jp

時���12時～13時
  　①10月15日㊏　所��長与町公民館
  　②11月12日㊏　所��高田地区公民館
  　③12月17日㊏　所��上長与地区公民館
  　※①～③すべて駐車場有り
内��お弁当のテイクアウトとイートイン方式で開催。
  　（ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、テイクア

ウトのみとなる場合あり。）
定����限定60食（無くなり次第終了）
料����中学生以下：無料
  　 高校生以上：心付け（寄付など）のご協力をお願いし

ます。
申����こども政策課窓口または電話で事前予約可。
  　予約後、窓口で引換券を配布。
  　※当日券は会場で先着順に配布。
〆��事前予約 開催日の１週間前まで
  　引換券の受取 開催日の３日前まで

他��・未就学児の入場はご遠慮ください。
  　・ 座席数については、新型コロナウイルスの感染状

況により決定します。
  　・公演当日はマスクをご着用ください。
  　     新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、

やむを得ず中止となる場合がございます。
  　・ 駐車場の収容台数に限りがありますので、できるだ

け乗り合わせていただくか、公共交通機関をご利
用ください。中尾城公園モノレールを無料でご利用
いただけます。

  　・手話通訳、要約筆記あり

他��【同時募集】
  　① 会場設営、食事づくり、配膳などのボランティア

スタッフ
  　②寄付および食材の提供
  　 　 ご協力いただける場合は、シーボルト食堂代表へ

お問合せください。

第 59回長与町民文化祭　文化講演会
「あきらめない心」
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申��・問  町ソフトテニス協会（井上）☎090-1137-4968
　　　（中村）☎090-5294-4435
時��９月25日㊐開会 ９時～　（予備日 10月23日㊐）
所��町テニス広場
対��以下のいずれかに当てはまる人
　   ・町内在住者　・町内勤務の社会人　
　   ・町ソフトテニス協会会員
　   ※１人でも参加可
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��９月23日㊎
他��主催 町ソフトテニス協会

長与町ソフトテニス秋季大会
問  町スポーツ協会　☎887-5374
　   新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止し

ます。皆さまのご理解とご協力をお願いします。

令和４年度長与町ロードレース大会(中止)

申��・問  生涯学習課（担当：川崎）　☎801-5683　
　　　   oubo.kyoiku@nagayo.jp
時���10月21日㊎　19時30分～21時
所��町民体育館
対��町内在住で20歳以上の男女
内��【共通】①握力　②上体起こし　③長座体前屈
　  【65歳未満の方】
　    ①反復横跳び　②立ち幅跳び　③急歩
　  【65歳以上の方】
　    ①開眼片足立ち　②10ｍ障害物歩行　③6分間歩行
料����無料
申����(1)メールで申込み
　   件名「新体力テスト申込み」とし、本文に①氏名

②年齢③性別④住所⑤電話番号を記入して送信。　  
(2)電話または窓口で申込み

〆��10月７日㊎
他��運動しやすい服装でお越しください。
　  持参物 シューズ、飲み物、タオル

新体力テスト参加者募集

申��・問  町卓球協会（浦川）☎883-1991
　　　  〒851-2125　三根郷53-59
時���10月23日㊐
所��町民体育館
対��町内在住者
内��①男女個人戦：Ａ・Ｂ・Ｃクラス　

時���９時～
料����一般・大学生・高校生１人500円　　
　��小・中学生１人300円

　  ②家族戦：Ａ・Ｂクラス　
時���13時～
料����１組　1,000円
①②どちらもリーグ戦後、決勝トーナメント実施。
重複参加可。

申����参加申込書を提出（町スポーツ協会ホームページ
からダウンロード可）

〆��10月12日㊌必着
他���新型コロナウイルス感染拡大防止のため、自治会

対抗団体戦は行いません。

第49回町民卓球大会

結果 第43回長与町家庭婦人バレーボール大会
時��７月３日　所��町民体育館
　   ①緑ヶ丘　②北陽台　③青葉台

結果 第37回長与町親善ゲートボール大会
時��7月20日　所��ふれあい広場
　   ①栄琴クラブ　②三根クラブ　③三彩会
　  高齢者賞�平田　章、柿本　アヤ子

結果 第105回長与町グラウンド・ゴルフ大会
時��７月12日　所��ふれあい広場　他���参加者 121人
　  ①小林　寿博（岳洋会）
　  ②江川　英文（二丁間クラブ）
　  ③堀口　澄江（ふれあいクラブ）

結果 第９回長与町ターゲット・バードゴルフ大会
時��７月７日　所��長与シーサイドパーク多目的広場
　【女性】①浅井　勝子　②白石　明美
　　　　    ③瓜生　瑞枝
　【グランドシニア（79歳以上）】
　   ①津田　勁　②浜野　昭夫　③小林　良一
　【シニア（78歳以下）】
　   ①山崎　英雄　②伊藤　誠　③中村　博幸
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結婚相談会申込ページ

問�政策企画課　☎801-5661
　   　結婚に関する不安や悩みの相

談をはじめ、お見合いシステムの
登録やプロフィール作成アドバイ
ス、町・県の婚活事業の情報提供
などを行います。ご本人はもちろんご両親からの　　　
ご相談も受付けています。

　  　お気軽にご相談ください。

インフォメーション information

野菜栽培講習会（中止） 認知症サポーター養成講座

問�産業振興課　☎801-5836
　   ９月に予定していました講習会は、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止の観点により、中止となりました。

　   ９月16日以降にＪＡ長与購買部（吉無田郷411番地
６）にて講習会の資料を配布します。

　  ※ 次回の開催予定は11月頃を予定しています。
　       次回以降もふるってご参加ください。

問�介護保険課包括支援係　☎801-5822
　    認知症について正しく理解し、認知症のある人や家族

を温かく見守る応援者、「認知症サポーター」になり
ませんか。

時��10月13日㊍10時～11時30分
所���長与町公民館1階大ホール
対��町内在住の方
料��無料
申���電話または介護保険課窓口で申込み
〆��10月７日㊎

長与駅コミュニティホール　イベント案内

長与町結婚相談会

視覚障害者のための音訳ボランティア養成講座

問�契約管財課　☎801-5784
　  開館時間 ８時30分～19時
　  ●手編と押絵、手芸の作品展
時��10月５日㊌～９日㊐
　  主催 ほっか ほっか
　  ●長与町退職校長会 第15回作品展
時��11月14日㊊～20日㊐
　  14日は13時～、15日は15時まで
内���絵画、写真、書、手芸、能面、工作、革工芸、南画、

盆栽など
※ 新型コロナウイルスの状況により中止になる場合が

あります。

問�県視覚障害者情報センター　☎846-9021
　  受付 ９時～17時（火曜・祝日除く）
時��10月５日㊌～12月21日㊌毎週水曜日
　  14時～16時30分（全10回）
所���オンラインおよび対面（長崎市橋口町10-22）
対��Zoomによるオンライン受講が可能な方
定��12人程度
料��無料
申���電話で申込み
〆��定員になり次第締切
他���新型コロナウイルス感染症対策のため、開催方法

が変更になる場合があります。

時��９月27日㊋、10月19日㊌　11時～17時
　   ※町ホームページまたは電話で要予約
所���イオンタウン長与

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し出します。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

９月15日㊍ 経�潮井崎公園
10月４日㊋ 初���特別養護老人ホームかがやき
10月20日㊍ 経�特別養護老人ホームかがやき
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