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今年も各地区で健康まつりや各種大会が開催されました！今年も各地区で健康まつりや各種大会が開催されました！



「軽スポーツ」のススメ「軽スポーツ」のススメ「軽スポーツ」のススメ

【バウンドテニス】

　テニスと同様のルールで狭い場所でも気
軽に行え、運動量も十分に確保できるス
ポーツ。テニスコートの1/6の面積でプレー
することができます。

わかりやすく「じんけん」について考える講座を行っています。

　じんけんについて考えよう
「あなたらしく　じぶんらしく」～いま、あなたの一歩　ひろがるぬくもり～
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11月19日（火）
12月12日（木）
１月17日（金）
１月23日（木）
２月４日（火）

大 島 村 公 民 館
南 部 公 民 館
北 部 公 民 館
田平町中央公民館
生月町中央公民館

開 催日 開催場所

  申込受付
　ＦＡＸまたは、電話にて事前にご連絡ください。
　生涯学習課生涯学習推進班
　TEL：22-4111（内線5042）/ FAX：25-1211
  窓口申込　各公民館窓口

№

【フロッカー】

　体育館などのフロ
アで行うカーリング。
木製ストーンを使用
し、目標ストーンに
いかに近づけるかを
競います。

【ボッチャ】

　パラリンピック正式種目。ジャックボール
（目標球）と呼ばれる白いボールに、赤・青
のそれぞれ６球のボールを投げたり、転が
したり、他のボールに当てたりして、いか
に近づけるかを競います。

　他にも、ユニカール、グラウンドゴルフ、ドッヂビー、ペタンク
などを推進しています。

　平戸市では、誰でも気軽に楽しめるニュー
スポーツの普及に取り組んでいます。健康
づくりと仲間づくりのために、一度体験し
てみませんか？

　生涯学習出前講座「軽スポーツ教室」で体
験できます。地域のスポーツ推進委員が分
かりやすく指導しますので、生涯学習課ま
たは各公民館にお尋ねください。

　平成29年度から、県人権・同和教育指導
者の３名の方を講師に、わかりやすく「じん
けん」について考える人権教育講座を行って
います。
　「じんけん」と聞くと「難しそう」「自分には
関係ない」と思っていませんか。ではなぜ「じ
んけんが大切」なのでしょうか。
　本講座は、そのことを身近なことから考え、
様々なことに気づいてもらうものです。むず
かしいことは、行いません。お気軽にご参加
ください。きっとあなたのあしたが変わる、
ゆたかな体験ができます。

今後の開催日程

軽スポーツの特徴

■ルールがやさしい　　■適度な運動量　　■年齢や男女によるハンディが少ない
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「平戸神楽」
平戸を

 知ろう！
平戸を

 知ろう！

ひ ら ど 　 　 か ぐ ら

まつら

まつら しげのぶ てんしょう

かまどまつり

たちばなみつよし

れいたいさい

いわと　かぐら

13番「二剣」

平戸神楽を代表する「二剣」は、神武天皇の
東征の際の一幕で、太刀によって邪気がは
らわれる様子を演じています。真剣三本を
使うことから別名「三本舞」とも呼ばれ、舞
手の技術力・体力・集中力が求められる最
も難しい演目であり、「二剣」の出来で神楽
全体の完成度が決まるともいわれています。

17番「猿田彦」　

　「二剣」と並ぶ平戸神楽の代表的な舞で、
天孫降臨の際、猿田彦の神が道案内をする
様子を演じています。舞人が問答する場面
は、能や狂言にも似ていて、耳を傾けると、
神話が思いおこされてきます。

　平戸神楽は、宮崎県の高千穂神楽とともに九

州を代表する神楽であり、昭和62年（1987）1

月28日、同じ旧藩領内の壱岐神楽とともに、

国の重要無形民俗文化財に指定されています。

　平戸神楽の由来は、元亀年間（1570～ 1573）

に松浦氏の領地となった壱岐の神職が、平戸の

松浦氏の居城をおとずれ、壱岐の御竈祭の神楽

を舞い、その後に平戸の神職も加わって神楽が

行われるようになったといわれています。

　また、松浦家29代鎮信（天祥）の時代に、神

職で国学者であった橘　三喜が、正保年間

（1644 ～ 1648）に全国各地の一の宮を巡拝しそ

れぞれの地方の神楽を見聞し、平戸の神楽を改

訂増補して、24番におよぶ今日の平戸神楽の

基礎を完成させたと伝えられています。

　平戸神楽は、壱岐を除く旧平戸藩領内の各神

社の祭礼で舞われていて、神社の祭式にあわせ

て小神楽（8番）、中神楽（12番）、大神楽（18番）、

大大神楽（24番）の4種に分けられ、代々神職

によって伝承されています。最も番数の多い大

大神楽は岩戸神楽とも呼ばれ、亀岡神社の秋季

例大祭（10月26日）でのみ奉納されており、全

てが終了するまでに７～ 8時間を要します。

　平戸神楽の保護団体である平戸神楽振興会で

は、神職の子どもを中心に所作を継承する講習

会や、観光客が鑑賞できる公演に取り組んでい

て、その保存・継承への取り組みが評価され、

今年度、多年にわたり地域民衆の生活の中で受

け継がれ、地域固有の歴史、文化を色濃く反映

した地域伝統芸能などの活用を通じ、観光また

は商工業の振興に顕著な貢献が認められる団体

や個人を表彰する「地域伝統芸能大賞（保存継

承賞）」を受賞しました。
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　市内各小学校区で「通学合宿」に取り組んでいます。
　通学合宿の目的は、集団生活を通して子どもたちに、人間関係
力や生活力を身に付けさせること、および子どもに地域の人が関
わることで、子どもを中心とした温もりのある地域コミュニティ
を創っていくことです。
　合宿では、子どもたちが公民館等に寝泊りし、身の周りのことを

自分たちで行いながら登校します。炊事や掃除、もらい湯（地域の人にお風
呂を借りること）など様々な場面で地域の皆さんのご協力をいただいています。

　【田助小学校区通学合宿】
■主　催：平戸地区青少年健全育成会
■日にち：７月11日（木）～13日（土）（２泊３日）
■場　所：田助ハイヤ伝承館   　■参加者：23人

　【生月小学校区通学合宿】
■主　催：生月小学校区通学合宿実行委員会
■日にち：９月30日（月）～10月２日（水）（２泊３日）
■場　所：生月町中央公民館　   ■参加者：19人

　【中野小学校区通学合宿】
■主　催：中野地区青少年健全育成会
■日にち：９月25日（水）～27日（金）（２泊３日）
■場　所：中野ふれあい会館　   ■参加者：11人

　【紐差小学校区通学合宿】
■主　催：中部地区青少年健全育成会連絡協議会
■日にち：10月15日（火）～18日（金）（３泊４日）
■場　所：ふれあいセンター　   ■参加者：12人

　【平戸小学校区通学合宿】
■主　催：平戸地区青少年健全育成会
■日にち：10月17日（木）～19日（土）（２泊３日）
■場　所：未来創造館　   ■参加者：16人　【津吉小学校区通学合宿】

■主　催：津吉小学校区通学合宿実行委員会
■日にち：10月23日（水）～25日（金）（２泊３日）
■場　所：南部公民館　   ■参加者：11人

無事に終了しました。ご協力いただ

いた皆様、ありがとうございました。

無事に終了しました。ご協力いただ

いた皆様、ありがとうございました。

通学合宿
　 って？　
通学合宿

他の校区でも取り組んでみませんか。生涯学習課
または各地区公民館にご相談ください。
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【一般・高校生の部】 【小・中学校の部】

　11月３日（日）平戸文化センターにおいて、平
戸市美術展覧会の表彰式が行われました。
　市内から画・書・写真・工芸・デザインの部門
に分かれ、計868点の出品があり、一般・高校生
の部の入賞者と小・中学生の部の入賞・入選者合
計116名が表彰されました。

　入賞（入選）作品は、平戸文化センター、大島
村公民館での展示は終えていますが、来る11月
16～ 17日に生月町開発総合センター、22～ 24日
に中部ふれあいセンターで展示されます。皆さん
の力作をぜひご覧ください。
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スポーツ情報スポーツ情報スポーツ情報

講 座 名 日 時  ※年間開催回数 場　所 内　　　容 問 合 先

地区外でも参加可能な講座を
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

スポーツイベント名
中部地区駅伝・マラ
ソン大会

南部地区駅伝大会

第64回生月島縦断
駅伝大会

新春バドミントン大会

第50回
平戸縦断駅伝大会

平戸市クラブ対抗
駅伝フェスティバル
第50回
田平町駅伝大会
第20回新春水仙ロード
フェスティバル
いきつきロード2020
大会

日 時  ※年間開催回数 場　所 内　　　容
中部公民館
☎28-0044

南部公民館
☎27-0047

生月町中央公民館
☎53-0541

南部公民館
☎27-0047

生涯学習課
☎22-4111

生涯学習課
☎22-4111

田平町中央公民館
☎57-0207

大島村公民館
☎55-2511

生月町中央公民館
☎53-0541

問合先
12月1日日

12月1日日

令和2年1月1日水

令和2年1月5日日

令和2年1月12日日

令和2年1月18日土

令和2年1月26日日

令和2年1月26日日

令和2年2月9日日

紐差小学校周回

南部地区

町内一円

南部中学校

平戸島内

田平町（久吹ダム）

田平町一円

大島小学校周辺

生月支所前
（スタート・ゴール）

地区対抗駅伝とマラソン大会を実施
（中部体育振興会主催）

南部地区の皆さんが、地域を走り、タスキ
を繋いでいきます。（南部体育振興会主催）

元旦恒例の駅伝大会

南部でバドミントンを行っている方々が、開催する大会
です。どなたでも参加可能です。（南部体育振興会主催）

市内外の高校生、一般の方が７区間で
力走します。

少年スポーツ団体、中学校部活動単位
で競う駅伝大会です。

今年で50回目を迎える駅伝大会。町外
からの参加もＯＫ。

「宣言タイムレース」と「あるけあるけ」
で体力に挑戦！

ファミリーから一般まで、気軽に参加で
きるロードレース大会

9：00 ～ 12：00

9：00 ～ 12：00

9：00 ～ 12：00

9：00 ～ 15：00

10：00 ～ 14：00

9：00 ～ 13：00

8：30 ～ 13：00

9：15 ～ 12：00

9：00 ～ 12：30　

楽しくパソコンに
ふれてみよう

中国語講座 【初級編】

軽スポーツ教室

第2回やさしいスマホ
講座

男の料理教室

ICT・loTを活用した新たな
ライフスタイルとは

新春書初め大会

世界遺産

長崎の離島医療

平戸学講座「平戸和蘭
商館と鎖国」

平戸の文化財

再生医療の基礎知識

おいしい料理教室
（後期）

パソコン教室

北部公民館
☎22-2418

北部公民館
☎22-2418

田平町中央公民館
☎57-0207

南部公民館
☎27-0047

生月町中央公民館
☎53-0541

生涯学習課
☎22-4111

南部公民館
☎27-0047

生涯学習課
☎22-4111

生涯学習課
☎22-4111

文化交流課
☎22-4111

生涯学習課
☎22-4111

生涯学習課
☎22-4111

中部公民館
☎28-0044

中部公民館
☎28-0044

11月1日～26日（火金）

11月18日月～令和2年3月16日月

11月30日土

12月12日木

12月17日火

12月21日土

令和2年1月4日土

令和2年1月10日金

令和2年1月25日土

令和2年1月25日土

令和2年2月7日金

令和2年2月15日土

令和2年1月～2月（全2回）

令和2年1月～3月予定

未来創造館
ホール

未来創造館
和室

田平町体育館

多目的研修セン
ター　青少年室

生月町中央公民館

【平戸市民大学】
未来創造館ホール

多目的研修セン
ター　大ホール

【平戸市民大学】
未来創造館  会議室AB

【平戸市民大学】
田平活性化施設会議室

未来創造館

【平戸市民大学】
未来創造館  会議室AB

【平戸市民大学】
未来創造館ホール

中部公民館（調理
実習室）

中部公民館

パソコンの使い方について詳しく学べ
ます。

中国語の日常会話を学びます。

県内で注目度が上昇中のバウンドテニ
スを実施します。

スマホの使い方について詳しく学べま
す。

男性の自立を促進するため、調理を通して
食と健康について考える講座を実施します。

ICT・loTを正しく理解して生活の質を高
めましょう。

新春の書初め大会を開催します。皆さ
まのご参加をお待ちしています。

平戸のキリスト教布教時代の様子を、
当時の宣教師の手紙から読み解きます。

離島医療を自分たちの問題として考え
見ましょう。

平戸和蘭商館と鎖国との関わりについ
て解説します。

市内の多様な文化財の紹介と解説をし
ます。

再生医療のヒトへの応用についてお話
します。

旬の食材を使ったバランスの良い料理
を作ります。

初級（中級）の学習内容を開催します。

（全8回）13:30 ～ 15:30

13：30 ～ 16：30

10：30 ～ 12：00

9：30 ～ 13：00

18：30 ～ 20：30

9：00 ～ 12：00

18：30 ～ 20：30

18：30 ～ 20：30

13：30 ～ 15：00

18：30 ～ 20：30

18：30 ～ 20：30

19：00 ～ 21：00

19：00 ～ 21：00

毎月第1・3月曜 19：00～20：30
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岩﨑 ヨ子さん
（紐差町在住）

▲大正琴を演奏中 ▲通学合宿での調理ボランティア

「生き生きと輝きながら、毎日を楽しく」
　今回の達人は「ひもさ
し生き生きサロン」の代
表としてご活躍の岩﨑
ヨ子さんです。

　岩﨑さんは毎月１回サロンを開催し、茶
話会や介護予防教室、交通安全教室、園児
との交流会など、高齢者のつどいの場のボ
ランティアを10年以上続けています。また、
30年前にはじめた趣味の大正琴も、今で
はサークルの代表として仲間と一緒に奏で
るなど、その活躍は越南まつりや各種イベ
ントでも際立っています。
　岩﨑さんは民生委員や少年補導委員の経
験もあり、これまで様々な場面で地域コ
ミュニティをサポートしてきました。現在
は、食生活推進委員として食育や食文化（郷
土料理など）の継承に取り組むほか、紐差
地区のまちづくり事業にも参画しています。
　このように忙しい毎日を送る岩﨑さんで

学び
の
達人

イベント情報イベント情報イベント情報
イ ベ ン ト 名
春日集落ライトアップ
イベント

平戸市美術展覧会公開

企画展示「堺目かくれキリシ
タンの信仰具　新収蔵品展」

壱部オラショ公演と
特別講座

国指定名勝（庭園）
一般公開

黒田征太郎トーク
イベント
親と子のきらきらクリ
スマス会

クリスマスおはなし会

クリスマスおはなし会

令和２年度
平戸市成人式
姉妹都市交流事業オラン
ダ短期留学（ＮＷ市派遣）

日 時  ※年間開催回数 場　所 内　　　容
文化交流課
☎22-4111

文化交流課
☎22-4111

島の館
☎53-3000

島の館
☎53-3000

文化交流課
☎22-4111

平戸図書館
☎22-4017

生月町中央公民館
☎53-0541

永田記念図書館
☎28-0128

平戸図書館
☎22-4017

生涯学習課
☎22-4111

文化交流課
☎22-4111

問合先
11月1日金～12月27日金

11月2日土～24日日

11月2日土～12月31日火

11月23日土

11月24日日

12月15日日

12月21日土

12月21日土

12月22日日

令和2年1月3日金

令和2年1月4日土～17日金

小春日地区

平戸文化センター/大島村公
民館/生月町開発総合セン
ター/中部ふれあいセンター

島の館　

島の館　

棲霞園ほか

未来創造館
ホール
生月町中央
公民館

永田記念図書館

平戸図書館

平戸文化
センター

オランダ（ノー
ルトワイク市）

世界文化遺産に登録された春日地区
でライトアップイベントを開催

市民公募による美術作品展。2～4日
(平戸)、9～11日(大島)、16～17日(生
月)、22～24日(中南部)

生月町堺目集落のかくれキリシタン信
仰で用いられた信仰具を紹介します。

壱部オラショの公演とかくれキリシタン
信仰の歴史・文化的価値を説明する特
別講座を開催。

国指定名勝の大名庭園（棲霞園・梅ヶ
谷津偕楽園）を一般公開

画家で絵本作家の黒田征太郎さんと
一緒に絵を描きましょう

読み聞かせの祭典
幼児～小学生（親子）

クリスマスのスペシャルおはなし会

クリスマスのスペシャルおはなし会

成人としての自覚を再認識し、自ら生き
抜こうとする青年・女性を祝い励みます。

ホームステイ、学校プログラムなど

日没後4時間程度

9：00～17：00

オラショ公演　13：30～
特別講座　14：00ごろ～

9：00～15：30

10：30～12：00

13：30～16：00

10：00～11：30

14：00～14：30

13：00～15：00

終日

すが、これまでを振り返っても
らうと『仲間とのふれあいの中で
語り合うひとときに幸せを感じ
ます。趣味や地域活動など、友
人の協力や家族の理解があって
こそ続けられたと思います』との
こと。
　これからも研鑽の日々を過ご
しながら、生涯現役で活躍して
いかれることでしょう。今後とも、
地域行事や公民館活動へのご協
力をよろしくお願いいたします。

※公開時間は各会場で
　異なります　
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申込方法
生涯学習課、各公民館に備えている専用申込用
紙（払込取扱票）に必要事項を記入の上、参加料
を郵便振込で入金してください。

申込期限
令和２年１月９日（木）※当日申込はできません。

申込先（お問合せ）
いきつきロード実行委員会（生月町中央公民館）

TEL 53-0541　FAX 26-5017

と　き　令和２年１月３日（金）午後１時から　
ところ　平戸文化センター
対象者　平成11年４月２日から平成12年４月１日までに生まれた方。
　　　　※現在平戸市に住所がなくても、以前平戸市に住んでいた方であれば出席できます。
　　　　詳細については生涯学習課（☎22-4111）にお問い合わせください。
案　内　対象の方には、11月初旬に往復はがきによりご案内しています。出欠のお返事とメッ
　　　　セージの記入を必ずお願いします。
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