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参加人数は・・・３４５名！！ 

北海道ブロック 

北海道 ２０名／２０名 

北信越ブロック 

新潟 ２８名／３０名 

富山 １３名／１５名 

石川 １２名／１５名 

福井  ６名／１０名 

長野 １０名／１０名 

東北ブロック 

青森  １名／１０名 

秋田 １３名／１０名 

岩手  ６名／１０名 

山形  ３名／１０名 

宮城  ３名／１０名 

福島 １０名／１０名 

東海ブロック 

静岡  ５名／１０名 

愛知  ７名／１０名 

三重 １５名／１０名 

岐阜  ９名／１０名 

関東ブロック 

群馬   ９名／１０名 

栃木   ５名／ ７名 

茨城   ４名／ ７名 

埼玉  １３名／１０名 

千葉   ５名／１０名 

東京  １２名／１０名 

神奈川  ４名／ ７名 

山梨   １名／ ７名 

近畿ブロック 

京都  １４名／１０名 

滋賀  １０名／ ６名 

兵庫  １３名／ ６名 

奈良   ２名／ ６名 

大阪  １９名／１０名 

和歌山  ７名／ ６名 

中国ブロック 

鳥取  ８名／ ５名 

島根  １名／ ３名 

岡山  １名／ ３名 

広島  １名／ ５名 

山口  １名／ ３名 

四国ブロック 

香川  ３名／ ５名 

愛媛  ２名／ ３名 

徳島  ４名／ ５名 

高知  １名／ ３名 
九州ブロック 

福岡   ５名／１０名 

大分   ９名／１５名 

佐賀   １名／ ５名 

長崎   ２名／ ５名 

熊本   ３名／ ５名 

宮崎     ５名／ ５名 

鹿児島  ４名／ ５名 

沖縄   １名／ ３名 

↓各ブロックの見方↓ 

都道府県 （申込）名／（目標）名 
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大会まであとわずかとなりました！ 

参加者の皆さん、新潟県へ出発する準備はできましたか？ 

秋が去り、これから冬本番を迎える時期となります。防寒対策をしっかりと！ 

トラブル防止の為に事前確認をしっかりと行いましょう！ 

～要員（ろう者、健聴者）Tシャツについて～ 

 

参加者へのお願い！ 

大会当日に手伝って頂く要員は上のシャツを着ています。 

何かあれば要員まで声かけてください。 

ろう者・・・ロイヤルブルー  健聴者・・・紺（こん）色 

           で分けています。よろしくお願いします。 
 

 
～託児施設「ちびっこ広場」のご案内～ 

託児申込された方へ 

・託児施設が 

「子育ての駅 ちびっこ広場」 

                に決定となりました。 

長岡市役所（アオーレ長岡）から歩いて５分ほどの

ビル内にある施設となります。 

「ちびっこ広場」について詳しく知りたい方は・・・ 

長岡市ウェブサイト>子育て・教育>子育ての駅 

にてご確認下さい。 
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長岡駅 

周辺 

駐車場 

○Ａ  大手通地下駐車場 6:00～24:00 182台 30分 100円 

(○Ａ と○Ｃ のみ、入庫後

24 時間までの最大料金

1,000円) 

○Ｂ  アオーレ長岡駐車場 7:00～23:00 103台 

○Ｃ  長岡市営大手口駐車場 6:00～24:00 191台 

（東口） 
バスプール 

➀ 

② 

③ 

（大手口） 

イトー 

ヨーカドー 

JR長岡駅 
←至新潟 至東京→ 

①ニューオータニ長岡 

《１日目》 

開会式、記念講演、 

大交流会 

②アオーレ長岡 

《２日目》 

講座・分科会会場 

《３日目》 

閉会式・フィナーレ 

 

③まちなかキャンパス長岡 

《２日目》講座・分科会会場 

①ニューオータニ長岡 

〒940-0048 

長岡市台町 2丁目 8番地 35号 

TEL：0258-37-1111 

FAX：0258-37-1115 

②アオーレ長岡 

〒940-8501 

長岡市大手通 1丁目 4番地 10  

電話：0258-35-1122（代表） 

FAX：0258-39-2275（代表） 

 

③まちなかキャンパス長岡 

〒940-0062 

長岡市大手通 2丁目 6番地 

TEL：0258-39-3300  

FAX：0258-39-3301 

大
手
通
り 

○Ｃ  

○Ａ  

○Ｂ  

会場マップ 

※駐車場は自己負担となります。 

※会場周辺の駐車場をご利用ください。 

※長岡市内でイベントが多数開催されておりますので、混雑が予想されます。ご注意ください。 
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http://49thdeafniigata.jimdo.com/ 

 

 

◆Facebook 更新中！ 

皆さんからの     をお待ちしております！ 

Facebook の 

QR コード→ 

←ホームページの 

QR コード 

◆第４９回全青研 ホームページ公開中！ 

 

全青研までもうすぐ！！ 

全青研まであとわずかになりました。

当初は不安が大きかったのですが、実

行委員のメンバーが頼もしく見えてき

ました。 

 

次世代に伝えていくためにも、参加をよろしくお願いし

ます！長岡市で共にデッカイ花火を上げましょう！ 

 

大会に参加されるみなさん！大会の

ことで「道が分からない！」「何かお

すすめの所はどこ！？」など気になる

事や分からない事があった時は遠慮 

実行委員会 各部長からのメッセージです！ 

大会まで一か月足らずですが、今ま

でやってきたことを無駄にしないよ

うに精一杯に頑張ってまいります！ 

みなさんが参加してよかったと思え

るように私達、実行委員がおもてな

しをしていきます。 

 

 

気が付けば大会までもうすぐ！ 

大会を成功させるためには、私達

実行委員の力だけではありませ

ん。参加者の皆さんの力を合わせ

ることが大事になります。 

 

大会まであともうすぐとなりまし

た。皆さんからの申し込みした代金

を１円でも無駄にしないようにし

ながら頑張っております。 

に、また全青研がよりいいものとなるよう、仕事を進

めてまいります。また、大交流会が盛り上がるよう、「新

潟県○×クイズ」も用意しました！皆さんにお会いで

きるのを、楽しみにしております。 

 

なく、実行委員メンバーに聞いてきてください♪親切に速

やかに対応いたします！そして、私達はみなさんに「新潟

県は素晴らしい所です！」思わせるような大会にすること

を約束します！新潟県においでになれるみなさんに会える

ことをすごく楽しみにしています！さぁ～青年たちよ！そ

れぞれの思いを花火につめて、大会で打ち上げよう！！ 

参加者のみなさんが笑顔で地元へ帰られるように準備し

てまいります。全青研ではみなさんとお会いすることを楽

しみにしています。 

 

私の仕事は、各部の作成した計画や

文書を委員長と一緒に確認・修正す

ることです。皆さんのお手元に届く

案内書や広報に間違いのないよう 

企画設営部長 

実行委員長 副委員長 

事務局長 
会計部長 

広報部長 

私達、実行委員も全国の皆さんと会えるのをすごく楽しみにしています＼(^O^)／ 

??? 記念品は、もらって喜ばれる物です。 

当日までのお・た・の・し・み・♪ 

http://49thdeafniigata.jimdo.com/

