






平戸まなぶ君平戸まなぶ君

　平戸市では、２月を「生涯学習強調月間」と定め、市民の皆
さんの生涯学習を推進・応援しています。

「生涯学習」とは？

平戸市生涯学習 まなぶ君
Facebook　QRコード

２月は「生涯学習強調月間」です２月は「生涯学習強調月間」です２月は「生涯学習強調月間」です

　生涯学習とは、人々が一生の間に行うあら
ゆる学習のことを指します。趣味を学んだり、
個人や地域が抱える暮らしの中の課題を解決
するための学習や活動も、広く生涯学習に含
まれます。自分自身や身の回りの生活を充実
させ、学んだことを活かしてよりよい地域を

つくるなど、個人のためにも社会のためにも
大切なものと言えるでしょう。生涯学習課で
は、みなさんが必要とする「自分の生涯学習」
に出会えるよう、多くの学習の場の紹介や提
供、学びやすい環境づくりを行っています。
この機会にあなたも何か始めてみませんか。

＜生涯学習課の各種事業＞
生涯学習まちづくり出前講座

〇講師となる市民講師、市職員が皆様のと
ころへ出向いて講座を行います。メニュー
についてはお問い合わせください。
〇新たな講師を随時募集しています。あな
たの好きなこと、得意なことを皆さんに
広めてみませんか？

ひらど市民大学
〇大学と提携し、様々な分野の最新知識を
提供しています。

公民館講座
〇各地区公民館で料理教室やパソコン教室など、
地域に必要な講座を開催しています。公民館
だよりなどで参加者を募集しています。

軽スポーツ教室
〇誰でも気軽に取り組めるニュースポーツ講
座です。フロッカーやボッチャ、ユニカー
ルなどたくさんのメニューがあります。

生涯学習講演会
〇市民主体で講演会の企画立案・開催ができます。
（生涯学習課が市民グループに講演を委託）

生涯学習パスポート（手帳）
〇講演会、公民館講座、ボランティ
アに参加された折に所定のポイ
ントを発行します。一定の受講
を達成された方には、奨励賞
（地・水・火・風・空・市長賞）をお贈りします。

ながさきファミリープログラム
（ファシリテーター派遣）

〇進行役のファシリテーターが、楽しい雰囲
気を作りながら、あらかじめ依頼したテー
マについての話し合いをグループワーク
方式で進めます。参加者の関係づくりや
課題、取組事項の共有を短時間で行うこ
とができます。様々な団体の懇談会や研
修会などで活用されています。

メディア安全指導講習
（メディア安全指導員派遣）

〇近年急速に普及したメディア（スマホ・
インターネット）の安全な使用について、
専門知識を持った「メディア安全指導員」
が分かりやすくお話します。学校以外の
団体からのお申込みもお待ちしています。
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オランダ商館に行こう‼オランダ商館に行こう‼

「文化財防火デー」
平戸を

 知ろう！
平戸を

 知ろう！

いかるがちょう

こんどう

田平天主堂での総合防災訓練

しゅりじょうあと

　昭和24年1月26日、奈良県斑鳩町に所在する
法隆寺金堂で火災が発生し、金堂内の壁画が焼損
しました。その時の出火元は、壁画の模写作業中
に作業員が使用していた電気座布団とされていま
す。また、翌月の2月には、愛媛県松山市の伊予
松山城、6月には北海道松前町の松前城で、失火
により、複数の建物が焼失しています。このよう
な事件が続いたことから、当時、国内で文化財に
対する防災意識が高まり、昭和30年に「1月26日」
を「文化財防火デー」と定め、それ以降は、全国
的に文化財防火運動が展開されています。
　昨年は、沖縄県所在の国指定史跡であり、世界
遺産にも登録されている首里城跡の復元建物が焼
失。国外では、同じく世界遺産であるパリのノー
トルダム大聖堂の火災も発生しています。このよ
うなことから、昨年は国内外問わず、文化財に対

する防災意識が高まった年でした。
　平戸市でも、文化財防火デーにあわせて、その
時期に消防署、地元消防団、所有者の協力のもと、
実際の通報・放水を含む総合防災訓練や初期消火
訓練を実施しています。文化財を火災・震災その
他の災害から守るとともに、文化財を守る意識を
高めることに役立てています。 

番外編番外編

問平戸オランダ商館　℡26-0636

　シューレンはオランダの定番ゲーム！
　30個の木製のスカイフ（丸いコマ）をすべら
せて合計得点を競います。
 と　き　令和２年３月８日（日） 9：30～受付
 参加費　無料
 定　員　こどもの部 50名、一般の部 50名
 申込み　平戸オランダ商館（TEL 26-0636）に
　 　　　大会前日までにお願いします。

第7回 シューレン大会参加者募集! 平戸市民限定
入館料無料期間 2/10（月）～3/8（日）

平戸市民限定
入館料無料期間 2/10（月）～3/8（日）
　平戸市民は２/10（月）～３/8（日）まで
入館料が無料となります。この機会にぜ
ひ貴重な展示品をご覧ください。
○市内に住所があることがわかるものを、
　受付で提示してください。

　平戸オランダ商館では、商館時代にまつわ
る品々や当時の様子を伝える資料を展示して
いるほか、環境問題や現代アート、人権関係
など、様々なテーマの講座、講演会、ワーク
ショップを展開しています。また、ポルトガ
ル映画の上映や、クラシック・ジャズなどの

ライブコンサート、ダンスやパフォーマンス
アートなどの公演も行っています。
　今年も多彩なイベントを企画中ですので、
随時お問い合わせの上、興味のある催しがあ
りましたら、ぜひご来館ください。

入 館 料  大人 310円、小中高生 210円
開館時間  ８：30～17：30
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田助ハイヤ参加（防火啓発運動の一環）田助ハイヤ参加（防火啓発運動の一環）

田平南小学校「緑の少年団」
長崎県緑の少年団全県交流集会～優秀賞を受賞～

田平南小学校「緑の少年団」
長崎県緑の少年団全県交流集会～優秀賞を受賞～
　緑の少年団とは、次世代を担う子どもたちが、
緑を愛し、緑を守り育てる活動を通じてふるさと
を愛し、そして人を愛する心豊かな人間に育っ
ていくことを目的とした全国的な組織です。長
崎県内の活動団体は現在24団体で、延べ556
人が加入しています。
　田平南小学校では、平成29年に地元有志の
呼びかけにより、小学校を単位とした平戸市で
初めての緑の少年団が結成されました。以後、
地域への奉仕活動や緑化活動、森林学習活動

など多彩な活動を展開しています。
　緑の少年団では相互研鑽を図るため、各地
区や県で自分たちの活動内容や成果を発表する
大会が開催されています。さる12月７日～８日
に行われた長崎県緑の少年団全県交流集会で
は、学校中庭を利用した「ツバキ100年の森計
画」や「南小裏山（とんとん山）の学習林観察」、
「花いっぱい運動」など、これまで取り組んだ活
動について発表し、県全体の二位にあたる「優
秀賞」を受賞しました。

　婦人会（平戸地区）の活動は多岐にわたってい
ます。婦人会会員は「交通安全母の会」及び「婦
人防火クラブ」の会員であり「赤十字奉仕団員」
でもあります。そのため、地元での婦人会活動
のほかに交通安全啓発活動や消防訓練、防火啓
発活動等にも携わっています。また、市の行事
にも積極的に協力しています。これらの活動を
通して、たくさんの人とのつながりが生まれます。
　今、地域のつながりが希薄になっていると言
われています。都会同様、隣は何をする人ぞ…
となってきていないでしょうか。面倒くさい“つ

ながり”が“力”になる時もあります。あなたも「婦
人会のおせっかいおばさん」になりませんか。

女性はいつまでも女性です。
年齢に関わらず『できる時
にできることを』モットー
に、気軽にご参加ください。

第 64 回 平戸市地域婦人大会
  日　時　令和２年３月８日（日） 10時～ 12時
  場　所　平戸市未来創造館
  大会テーマ　「家庭、地域に根ざす婦人会活動」
　会員以外の方、平戸地区以外の方も参加でき
ますので、市内の女性の皆さん、ぜひお誘いあ
わせの上ご来場ください。

平戸市地域婦人団体連絡協議会の活動紹介

（協議会役員より）
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西島 礼子さん
　　　　 （田平町在住）

▲練習風景 ▲文化祭

「太極拳で心身をリラックス!!」

講 座 名

おいしい料理教室

平戸学講座「松浦党
について」

パソコン講座

ふれあい子育て講座

軽体操教室

日 時  ※年間開催回数 場　所 内　　　容
中部公民館
☎22-9181

文化交流課
☎22-9143

中部公民館
☎22-9181

中部公民館
☎22-9181

生月町中央公民館
☎22-9203

問合先

２月20日　、27日

２月22日　

3月3日　、5日　、10日　、12日

毎週金曜日

毎月第1・第3木曜日　

平戸市ふれあい
センター

未来創造館

平戸市ふれあい
センター
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

基本となる食の大切さを学び、郷土
の食や健康について考える。

松浦党の展開について解説

初級編「パソコンExcel（エクセル）」の
基本操作から学習します。

子育てひろばトコトコによる乳幼児子育て講
座や育児相談の場として開催。（随時参加可）

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。

18：15 ～ 20：15

13：30 ～ 15：00

19：00 ～ 21：00

10：00 ～ 15：00

14：00 ～ 15：00

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。

イ ベ ン ト 名

平戸つばきフェア

ミニサッカー大会

春の図書館音楽会

シューレン大会

奥平戸菜の花まつり

大島村ふれあい運動会

日 時  ※年間開催回数 場　所 内　　　容

文化交流課
☎22-9143

南部公民館
☎22-9191

平戸図書館
☎22-4017

平戸オランダ商館
☎26-0636

南部公民館
☎22-9191

大島村公民館
☎55-2511

問合先

２月22日　～24日　

２月29日

３月１日

３月８日

３月８日

５月16日

22・23日/たびら活性化
施設/熊澤三郎記念館
23・24日 /未来創造館

南部市民屋内
運動場

平戸図書館

平戸オランダ商館

多目的研修セン
ター
大島中学校
グラウンド

(22・23日）田平つばき物産展(23・24日)平戸椿まつり
市内のツバキ愛好家等による「つばき」
の展示や園芸指導、物産販売、お庭見学

南部体育振興会主催のミニサッカー大会です。
小学生～一般の部門で開催されます。

子どもも大人も楽しめる歌とピアノのコン
サート

オランダの伝統ゲーム「シューレン」の大会。シ
ンプルで奥が深い親子で楽しめるゲームです。

例年開催している春のイベントです。ステージイベントや
産品の出店など誰でも楽しめるイベントになっています。

小・中学校と地域が一体となった合同
運動会

9：00～16：00

未定

13：00～14：00

9：30～12：00

10：00～14：30

9：20～

木

木 木

木

土

土

土

土

日

日

日

月

火 火

　今回の達人は「太極拳ＨＡＯ田平」の代表としてご活躍
の西島礼子さんです。西島さんは、友達に誘われて始めた
太極拳を25年ほど続けており、今では田平での指導をは

じめ、平戸や松浦、江迎でのメンバー育成にも取り組んでいます。
　太極拳は、深くゆったりとした呼吸に合わせて手足を動かすことで心身を
リラックスさせ、また、少し腰を落とした動作は足腰を強くして転倒防止の
効果もあって、年齢に関係なく誰でも手軽にできる運動とのことで、メンバー
の皆さんは楽しく練習に励んでいます。年に一度、50人のメンバー全員が一
堂に会し演舞発表する交流会も開催し
ているそうです。
　西島さんは、「仲間との楽しいおしゃ
べりも元気の素。これからも一緒に永
く続けていきたい。」と話しています。
　練習は田平町民センターで毎週木曜
日12時30分から行っています。
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