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平成29年成人式

平戸を知ろう「フランシスコ・ザビエル」

平戸図書館COLAS事業

まちづくり表彰

講座情報、学びの達人

イベント情報

生涯学習パスポートはお持ちですか？
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１月15日、
第47回平戸縦断駅伝

大会 開催！



、、、 ししししししししし本市では、4 火）

今回、成人証書授与をそれぞれの中学校区で一人ずつ代表を決めて、壇上で授与をおこない
した。これは、「成人式実行委員会」で決定した、新成人の皆さんからのアイデアです

　本市では、426名の方が成人を迎えられ、１月３日（火）の式典には367名が出席し、思いを
新たにしました。
　昨年度より、各中学校区から代表者を選出し「成人式実行委員会」を組織しています。本年度も、
各中学校区から１名ずつ選出し９名の新成人に企画・運営に参加していただきました。
　今回、成人証書授与をそれぞれの中学校区で一人ずつ代表を決めて、壇上で授与をおこない
ました。これは、「成人式実行委員会」で決定した、新成人の皆さんからのアイデアです。

ん 、受付、司会進行など、様々な役割を担っていただき しししししし

かかか いからの活躍に期待しています

　当日も新成人の皆さんに、受付、司会進行など、様々な役割を担っていただきました。実行
委員の皆さん、当日のスタッフの皆さん、まことにありがとうございました。
　皆さんのこれからの活躍に期待しています。
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ザビエル像

　フランシスコ・ザビエルは、スペインとフランス
の国境近くのナバール王国のザビエル城主の子とし
て1506年に生まれています。パリ大学に留学中知り
合ったイグナチウ・ロヨラ等とともにイエズス会を
創立。世界各地への布教を志し、インドのゴアを経て、
マラッカで出会った日本人アンジローと共に1549年
（天文18）鹿児島に上陸、日本に初めてキリスト教を
もたらしました。
　翌1550年、平戸に初めてポルトガル船が入港した
ことを知り、平戸を訪れたザビエルは領主の松浦隆
信（道可）の許可を得て布教活動を行い、洗礼を受け
たものは100名以上に及んだとされています。
　平戸に1カ月ほど滞在したサビエルは、彼が目的と
した日本中央での布教のため京都に向かいますが、

戦乱によって荒廃した都では期待した成果を得ることができなかったようです。一旦
平戸に戻り、山口、豊後（大分県）で布教を行い、多くの信者を得た後1551年日本を後
にします。
　ザビエルは２年３カ月ほどの日本滞在において、その文化が中国から多大な影響を
受けていることを知り、中国布教の準備をゴアで行い、当時ポルトガルの中国拠点で
あった広東省の上川島に達しますが、病にかかり46才で生涯を終えています。遺体は
その後ゴアに安置され、1622年に偉大な宣教師として聖人に列せられました。
　ザビエルの布教活動は、その後の繁栄・弾圧・潜伏・復活という苦難の歴史を経て
今日に至っています。
　現在、平戸市では長崎県・熊本県と関係する８市町が連携して、「長崎と天草地方の
潜伏キリシタン関連遺産」の世界文化遺産登録に取組んでおり、平成30年の登録を目指
しています。

中江ノ島

まつら  たか

どうかのぶ

しゃんかい
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月 　 日 タ イト ル 内 　 　 　 　 　 容

　市内のグループで平戸図書館見学をしたい、映画の上映会をしてほしいなど、

何かやってみたいという方の送迎をしています。

Ｑ.この事業を利用しようと思ったきっかけは何ですか？

　いきいきサロンでは遊びやゲームだけでなく新しい知識を得ることや外

に出て刺激を増やすという目的意識をもって運営しています。それで、絵

本の読み聞かせや10分くらいのお話をしてみているのですが、多くの方

が興味を示されますので図書館に来ると、より一層知識欲や認知症への予

防になるのではないかと思いました。

Ｑ.グループの方の反応はいかがでしたか？

　開館当初から来たかったようで、景色がきれいだとか、雑誌がゆっくり読

めていいと好評でした。送迎用バスの定期便を望む声や、本を読むだけでなく、

講演会や映画会などの催し物に参加したいといった意見もありました。

Ｑ.これからの図書館に期待するものは何ですか？

　図書館は本を読むだけではなく、楽しいところだと分かってくれば間口

が広がるのではないでしょうか。新聞等で紹介された本の情報や、「高齢

者も楽しめる絵本」とか「小物づくりの本」などキャッチコピーを付けた

コーナーなどどうでしょうか。いつでも気軽に使える図書館としてどんど

ん情報を発信していってほしいと思います。

　

　お気軽にお越しください。　※上映スケジュールは変更する場合があります。

生月いきいきサロン
遊ぼう会
代表

岩井　誠さん

Interview

（1977年/イギリス/116分）

（2013年/日本/100分）

（2010年/日本/122分）

（2007年/イギリス/90分）

王子と乞食

猫侍

大木家のたのしい旅行

トロルとエルフの森

親に盗みを強要されている少年トムは王子様になるとい
う夢がある。ある日トムは驚くほど自分とそっくりなエ
ドワード王子と出会う。

北村一輝演じる浪人剣士とツンデレ白猫が織り成す動物
癒し時代劇の劇場版。

新婚なのに、倦怠期？！竹野内 豊 主演、水川あさみ共演
で贈る、笑いと愛に満ちたヒューマン・コメディ！

サリーとリアムは、トロルのラグリンと知り合う。彼は
2000年間、故郷に帰る為の魔扉を探していたがそこに付け
狙う黒魔女の魔手がせまり、二人は彼を手助けすることに。

３月11日（土）
　　23日（木）

４月 ８日（土）
　　27日（木）

５月13日（土）
　　25日（木）

２月11日（土）
　　23日（木）

平戸市生涯学習まちづくり表彰者

スクールバスのお見送りスクールバスのお見送り 図書館の説明図書館の説明 おはなし会に参加しましたおはなし会に参加しましたスクールバスのお見送り 図書館の説明 おはなし会に参加しました
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平戸市生涯学習まちづくり表彰者平戸市生涯学習まちづくり表彰者平戸市生涯学習まちづくり表彰者

生涯のいつでも、どこでも、自由に学ぶことができるまちづくりに貢献
学習した成果が活かされ、適切に評価されるまちづくりに貢献
いきいきと光り輝くまちづくりに貢献
温 か み の あるまち づくりに貢 献

　２月５日（日）に、生涯学習まちづくりに貢献されている方や団体、地域を表彰する「生
涯学習まちづくり表彰」を市公民館大会で行いました。本年度は、３個人、１団体が
表彰されました。

大塚　ケイ子 さん　（平戸市岩の上町 在住）
　平成２年から、ストレッチ教室を市内はもとより佐々・松浦など20
教室を立ち上げ、住民の健康の増進、人的交流、生き甲斐づくりに
貢献されています。また市内イベントにも進んで参加され、健康管
理をはじめ、生きる喜びにも寄与し、生涯学習のまちづくりに大きく
貢献されています。

温 か み の あるまち づくりに貢 献

川上　松市 さん　（平戸市根獅子町 在住）
　14年前より根獅子町横断歩道にて児童の登校時に毎日、立哨指導
を行っています。また、学習田のお世話もしていただいており、長年、
根獅子小学校の児童のために献身的な活動は、温かみのあるまちづ
くりに貢献されています。

松本　菊代 さん　（平戸市宝亀町 在住）
　10年以上前から、平戸市宝亀町京崎地区の国道沿いに、季節ごと
の花を植え、日常の水やりから除草、施肥等を１人で行っています。
今では、通勤・通学者に親しまれ、四季折々に咲く花を楽しみにして
いる鑑賞者が増えており、温かみのあるまちづくりに貢献されています。

平戸口子どもを守る会　（平戸市田平町）
　平成18年11月に発足し、老人会を中心に賛同者を加えて、
毎週月曜日と、各学期の始業式の日と終業式の日に、小・
中学生の登校時に立哨指導を行っています。地域の子ども
達は地域で見守るということを目的に活動を続けており、防
犯・交通安全のみならず、青少年の健全育成の面からも大
きく貢献されています。

スクールバスのお見送り 図書館の説明 おはなし会に参加しました
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「地域とともに ～生涯現役～」
　今回ご紹介する方は、田助町に在住する磯本博英さん（81歳）
です。磯本さんは、平戸地区老人クラブ「いきいき白岳クラブ」に
所属し、平成15年から現在まで会長として活動しています。
　活動内容は、清掃作業や健康教室、定例会などに加え、田助小
学校の教育週間には、ボランティアとして携わっています。学校
行事では、竹細工教室や門松作りなど昔からの伝統を伝える活動
を続けており、取材させていただいた日は、羽子板作りの作業を
されていました。翌週羽子板を作って遊ぶ行事が予定されており、
手作りの板と羽根を使って昔遊びを楽しんだことと思います。
　また、個人としても自宅近くの道路沿いで、平成11年ごろか
ら田助小学校に登校する児童に声かけをしています。児童の登校
時間に合わせ、毎朝30分間ほど一人ひとりに声かけをし、下校
時も見かけると「おかえり」と声をかけ「ただいま」と返事が返っ
てくるとのことです。そのほか、昨年は北部公民館1周年
イベントでの「竹細工講座」や年末の「しめ縄作り講座」の講
師として、磯本さんの知識の一部を伝授していただきました。
　もともと、体を動かすことが好きで、今では草むしりな
どの作業が趣味だと笑って話され、今後は今までの活動を
継続することが目標。子どもと一緒に物を作って遊ぶこと
が生きがいだと話してくださいました。
　磯本さんは、今月５日に行われた「平戸市公民館大会」に
おいて、日頃の功績が認められ、平戸市公民館連絡協議会
から表彰されました。
　今後もお元気で、子どもたちを見守り続けて欲しいです。

磯本 博英さん（田助町在住）

イベント情報イベント情報

学び
の
達人

講 座 名

ふれあい子育て講座

軽体操教室

楽しいパソコン教室

おいしい料理教室

エクセル講座

志々伎山登山

日 時  ※年間開催回数 場　所 内　　　容

中部公民館
☎28-0044

生月町中央公民館
☎53-0541

中部公民館
☎28-0044

中部公民館
☎28-0044

田平町中央公民館
☎57-0207

田平町中央公民館
☎57-0207

問 合 先

毎週金曜日

毎月第１　・第３

2月2日～　（4回）

2月24日　、3月7日

3月6日　～3月10日

3月25日

平戸市ふれあい
センター

生月町中央公民館
生月船員福祉会館

平戸市ふれあい
センター

平戸市ふれあい
センター

田平町中央公民館

田平町中央公民館

子育て中の方と乳幼児を対象に子育
て講座を開催します。

ウォーキング、ストレッチなどの軽体
操で健康促進講座を実施している。

初級者講座（エクセル）を開催します。

食の健康と安全安心の料理をつくり
ます。

エクセルを使って、証明写真、カレ
ンダー、家計簿をつくる。

平戸の名山、志々伎山にみんなで登
りましょう！（自然ガイド付）

10：00～15：00

14：00～15：00

19：00～21：00

19：00～21：00

19：00～20：00

9：00～15：30

※対象

木

木

金

土

月 金

木

火

地区外でも参加可能地区外でも参加可能な講座をな講座を
掲載しています。掲載しています。
地区外でも参加可能な講座を
掲載しています。各公民館講座情報各公民館講座情報各公民館講座情報各公民館講座情報各公民館講座情報
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イベント情報イベント情報イベント情報イベント情報イベント情報
イベント名

雄香寺所蔵「釈迦
三尊像」特別展示
2017南部市民屋内
運動場ミニサッカー
大会
企画展「かくれキリ
シタンの信仰・行事
－山田の信仰－」

按針忌

ライブラリーコン
サート

映画上映会
「みんなdeシネマ」

日 　　時 場　所 内　　　容

松浦史料博物館
☎22-2236

南部公民館
☎27-0047

博物館・島の館
☎53-3000

文化交流課
☎22-4111

平戸図書館
☎22-4017

平戸図書館
☎22-4017

問 合 先

1月31日　～2月28日

2月19日

4月29日　～5月28日

5月28日

毎月最終土曜日

毎月第２　・第４

松浦史料博物館
（入館料500円）

南部市民屋内
運動場

博物館･島の館

崎方公園按針塚
･オランダ公園

未来創造館
COLAS平戸

未来創造館
COLAS平戸

２年をかけて修理が完了した雄香寺所
蔵の麻本著色「釈迦三尊像」を特別公開。

平戸市内の各地区の小学生から大
人までのミニサッカー大会です。

生月山田地区のかくれキリシタン信
仰を資料や写真パネルで紹介します。

平戸のオランダ・イギリス商館の開
設に尽力したウィリアム・アダムス
（三浦按針）の慰霊祭

有志による図書館内でのコンサート。
入場無料。

映画鑑賞を楽しむ。入場無料。

8：30～17：30

9：00～15：00

9：00～17：00

10：00～12：00

19：00～20：00

14：00～

※対象

土 木

火 火

土

日

日

日

地区外でも参加可能な講座を
掲載しています。各公民館講座情報各公民館講座情報

白ポスト（有害図書回収箱）について
　子どもの教育上、有害だと思われる図書等（本・ＤＶ
Ｄ等）を回収する箱です。平戸市には各地区６カ所【平
戸市観光交通ターミナル（平戸桟橋）、平戸郵便局横、
ふれあいセンター（中部）、南部公民館、生月町中央公
民館、田平町中央公民館】に設置されています。
　毎月、白ポストに投函された図書等は回収し北松北
部クリーンセンターで処分しています。

平戸つばきフェア
2017.2/25 ・26土 日
2017.

日土
平戸会場：午前９時～午後５時
田平会場：午前９時～午後４時

平戸会場：午前９時～午後４時
田平会場：午前９時～午後４時

田平会場
第43回

第42回

平戸会場

入場
無料

平戸市文化協会「春の文化まつり」

平戸椿まつり
ところ：平戸市未来創造館

ところ：たびら活性化施設
田平つばき物産展

会場めぐり無料バス
10：00～15：00（両日）

バスのおたずねは
平戸市文化交流課
☎0950-22-4111

田平支所地域振興課
☎0950-57-1111
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35
　生涯学習パスポートは、一人ひとりの学習成果やボランティア活動を記録することによ
り、自分自身で評価を行い、自己の向上を確認し、次の学習計画を立てるためのものです。
　また、一定ポイントに達すると市から奨励証を交付し、市民の学習意欲の向上およびボ
ランティア活動の推進につなげるものです。

対 象 者
　市民および市内勤務者で18歳以上のひと

対象項目
　・講演会受講の記録（５ポイント）
　・公民館講座等受講の記録（２ポイント）
　・ボランティア実践の記録（１ポイント：自己申告）

奨励証の交付
　一定の受講を達成した場合には、その累積ポイントにより奨励証を交付します。
　   50ポイント　地　賞
　100ポイント　水　賞
　150ポイント　火　賞
　200ポイント　風　賞
　300ポイント　空　賞
　500ポイント　市長賞

パスポート配布の方法
　生涯学習課および各公民館で希望者に交付しています。
　パスポートが満杯になったら、次のパスポートを発行となります。

ち

すい

か

ふう

くう

しちょう
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