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まなびの達人

生涯学習強調月間

平戸市成人祝賀会（令和４年１月２日）
※令和３年平戸市成人式代替行事

令和４年平戸市成人式（令和４年１月３日）

平戸市成人祝賀会（令和４年１月２日）
※令和３年平戸市成人式代替行事

令和４年平戸市成人式（令和４年１月３日）

　平戸市では、今年318名が成人
を迎えました。また、昨年中止と
なった成人式（対象者323名）の
代替行事である「平戸市成人祝賀
会」が１月２日に開催されまし
た。成人を迎えられた皆さんのこ
れからのご活躍を心から祈念いた
します。



第38回中部地区駅伝大会・第32回中部地区マラソン大会

第44回南部地区駅伝大会

第38回中部地区駅伝大会・第32回中部地区マラソン大会

第44回南部地区駅伝大会

　12月５日（日）中部体育振興会主催の中部地区
駅伝・マラソン大会が開催され、駅伝大会に９
チーム（うちオープン参加４チーム）、マラソン
大会に小・中学生96名が出場しました。
　今大会からは新たなコースが設定され、気持
ちを新たにランナーが健脚を競いました。

各地区駅伝・マラソン・
ウォーキング大会

各地区駅伝・マラソン・
ウォーキング大会

各地区駅伝・マラソン・
ウォーキング大会

駅伝大会　【優　勝】紐差１・２
　　　　　【準優勝】獅子・高越・春日
　　　　　【第３位】宝亀
　　　　　【躍進賞】獅子・高越・春日

　12月５日（日）南部体育振興会主催の南部地
区駅伝大会が２年ぶりに開催され、南部５地区
の代表が健脚を競いました。快晴にも恵まれた
今大会は、沿道からの応援も多く、選手たちの
ハツラツとした走りが見られました。

【優　勝】津吉　　　　【第３位】志々伎
【準優勝】前津吉　　　【躍進賞】志々伎

※１月 23 日（日）に開催が予定されていた「第 22 回新春水仙ロードフェスティバル（大島村）」および
　１月 30 日（日）に開催が予定されていた「第 52 回田平町駅伝大会」については、新型コロナウイル
　ス感染症の拡大を受け、中止となりました。

～昨年度は、多くの大会がコロナ禍で中止となりましたが、今年度は以下のとおり
約２年ぶりの駅伝大会や、マラソン・ウォーキング大会が開催されました～

～昨年度は、多くの大会がコロナ禍で中止となりましたが、今年度は以下のとおり
約２年ぶりの駅伝大会や、マラソン・ウォーキング大会が開催されました～
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中瀬草原クロスカントリー大会　ウォーク＆ラン

第65回生月島縦断駅伝大会

第51回平戸縦断駅伝大会

中瀬草原クロスカントリー大会　ウォーク＆ラン

第65回生月島縦断駅伝大会

第51回平戸縦断駅伝大会

　12月12日（日）、田平町中瀬草原キャンプ場で実行
委員会主催の「中瀬草原クロスカントリー大会　
ウォーク＆ラン」が開催されました。
　今回の大会は、従来の大会から少しスタイルを変え
て、自分の好きな距離を好きなペースでウォーキング・
ランニングして、景色を楽しみながら汗を流すという
形で実施されました。
　「ウォーク＆ラン」のあとには、中瀬草原キャンプ場
主催のクロスカントリーリレー大会が開催され、平戸
市内の外国人技能実習生の参加もあり、とても盛り上
がった大会となりました。

　令和４年元旦、新春恒例の生月町体育振興会主
催による「第65回生月島縦断駅伝大会」が２年ぶ
りに開催されました。大会には、地区の部８チー
ム、一般の部４チーム、学生の部４チームが参加
しました。選手は沿道からの声援を受け、新春の
生月を駆け抜けました。

地区の部　【優勝】元触
一般の部　【優勝】片岡軍団
学生の部　【優勝】プルスウルトラ

　１月９日（日）、一般市内の部４チーム、フリーの部
８チーム、高校生の部４チーム、オープン参加２チー
ム出場のもと平戸縦断駅伝大会が２年ぶりに開催され、
宮の浦バス停から平戸文化センターまで42kmにおいて、
７名のランナーがタスキを繋ぎました。
　今回の大会では、高校生の部において大会新記録が
出るなど非常にレベルが高い走りが見られました。

一般市内の部　　【優勝】平戸市消防A
一般フリーの部　【優勝】サセボジョガーズA
高校生の部　　　【優勝】松浦高校
　　　　　　　　（大会新記録 2時間12分09秒）
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　中部公民館では、平成27年度より通学合宿に
取り組んでいます。今回で７回目となった紐差
小学校区通学合宿、これまでに延べ88名の児童
が参加しました。中部地区青少年健全育成会連
絡協議会（北川信千穂会長）が主催、通学合宿実
行委員会（山田能新実行委員長）が主管となり事
業を運営してきました。
　本年は、新型コロナウイルス感染症拡大によ
り開催が危ぶまれましたが、館内消毒、手指消毒、
検温、行動履歴の記入など、新型コロナウイル
ス感染症対策をしっかりと行い無事実施するこ
とができました。
　料理指導は紐差婦人会（小田サチ子会長）、平
戸市食生活改善推進協議会「むつば会」（土田ツヤ
子会長）の皆さまに、もらい湯や宿泊の指導には、

地域の皆さまにボランティアスタッフとしてご
協力いただいております。「毎年、ボランティア
として参加するのは大変ですが、子どもたちの
成長や笑顔を見ると本当に嬉しく思います。参
加した児童から、今でも声をかけてもらえるの
も嬉しくて。」と楽しそうに話してくれるスタッ
フ。公民館としてもこういった声を聴くと大変
喜ばしく感じます。
　毎年、ご協力いただいております実行委員会
の皆さまをはじめ、ボランティアスタッフの皆
さま、本当にありがとうございます。今後とも
通学合宿を通じて、皆さまと共に地域づくりに
貢献したいと思いますので、どうぞよろしくお
願いいたします。

地 域 特 集「紐差小学校区通学合宿事業」「紐差小学校区通学合宿事業」「紐差小学校区通学合宿事業」
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松浦史料博物館について
平戸を

 知ろう！
平戸を

 知ろう！

　平戸市鏡川町にある松浦史料博物館。博物館
となったのは昭和30年。それまでは松浦家の
私邸として使用されていました。建築されたの
は、平戸松浦家第37代詮(心月)により明治26
年（1893）で、木造平屋建てです。平成22年（20
11）に県指定建造物【旧松浦家住宅】となってい
ます。指定となっているのは、千歳閣とそれに
つながる玄関部分、九皐斎となっています。千
歳閣は謁見の間として使われた建物です。外観
は和風ですが、内部は天井を高くし、シャンデ
リアを用いるなど洋室として使う事を意識され
ています。九皐斎は今は中には入れませんが、
10畳の座敷、細長い６畳脇の間を置き、その
前後に10畳と12畳の間を備えています。また

周囲には縁側もつけられています。純然たる和
風の書院で書斎と個人的な接客などに使用され
ていたと思われます。玄関部分では、現在の入
り口は後から改装され作られたもので、今は使
われていませんが式台を構える屋根をもった立
派な玄関を備えています。内部は展示場として
いますが、本来は６畳、８畳、12畳、４畳か
らなる４室が備えられている立派な建物です。
　博物館としての機能を発揮するため、少し改
装されてはいますが、明治時代に大名家が建築
した建物としては貴重なものです。訪れたこと
がある方も、もう一度建築物として、違う目線
で見学に行かれてみてはいかがでしょうか。

平戸学ホームページ　　　　　　 平戸学Instagram　　　　　　　 平戸学YouTube

松浦史料博物館

しんげつ

きゅうこうさい

せんざいかく
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平戸図書館
☎22-4017

平戸図書館
☎22-4017

公民館等講座情報公民館等講座情報 ※新型コロナウイルス感染症の状況によって中止・
　延期または内容が変更になる場合があります。
※新型コロナウイルス感染症の状況によって中止・
　延期または内容が変更になる場合があります。
※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。

公民館等講座情報
問合先講 座 名 日 時  ※年間開催回数 場　所 内　　　容

※新型コロナウイルス感染症の状況によって中止・
　延期または内容が変更になる場合があります。
※新型コロナウイルス感染症の状況によって中止・
　延期または内容が変更になる場合があります。

※新型コロナウイルス感染症の状況によって中止・
　延期または内容が変更になる場合があります。
※新型コロナウイルス感染症の状況によって中止・
　延期または内容が変更になる場合があります。

スポーツ情報スポーツ情報スポーツ情報

イベント情報イベント情報イベント情報
イ ベ ン ト 名

中部公民館長杯グラウ
ンドゴルフ交流大会

第15回田平町剣道大会

日 時  ※年間開催回数 場　所 内　　　容 問 合 先

中部市民運動場

田平町体育館

地域住民の親睦と健康増進を目的に
館長杯グラウンドゴルフ交流大会を開
催します。

田平町体育振興会主催の剣道大会

スポーツイベント名

春の音楽会

春のおはなし会

日 時  ※年間開催回数 場　所 内　　　容 問 合 先
２月19日

３月５日

未来創造館ホール

未来創造館ホール

子どもも大人も楽しめるコンサートで
す。

読み聞かせ連絡協議会の皆さんと図
書館職員によるおはなし会です。色々
なジャンルのおはなしを楽しめます。

10：30 ～ 11：30

10：30 ～ 11：30

３月２日
（※雨天時：8日火に延期）

３月12日

9：00 ～ 12：00

9：00 ～ 16：00

水

土

土

土

オランダ文化講座
オランダエコライフ

おいしい料理教室

パソコン講座

いきいきクラブ

ふれあい子育て講座

軽体操教室

読み聞かせの会

バウンドテニス講座

男の料理教室

つばきウォーキング

田平町民センター

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
３Fホール

平戸市ふれあい
センター

生月町中央公民館
３Fホール
生月町中央公民館
図書室

田平町体育館

生月町中央公民館
３F調理室

田平町内
（米の内地区）

国際交流員のパコさんにオランダの暮らし
から環境にやさしい生活のヒントを学びま
す。家にある不要品でお譲り会も開催。

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ます。

初級編「Excel（エクセル）」（予定）
パソコンの基本操作から学習します。

高齢者が健康で教養を高め、地域社会に
おける役割や生きがいを見つける講座
【閉校式】
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）

軽体操でリフレッシュ。運動不足を解消
し、健康寿命を延ばそう。

読み聞かせの会「紙風船」による読み
聞かせの会。

「バウンドテニス」を通して健康と仲間
づくりを目指します。初心者でも気軽に
参加できます。

男性の自立促進の為料理教室を実施。料
理を通じて食と健康について考える講座
【免疫力を上げる食事】

早春の田平町内でウォーキングします。

２月26日

２月25日　、３月４日

３月１日　、３日
　　８日　、10日

３月11日

毎週

毎週第１・３

毎月第４

昼の部/毎週

夜の部/第２・４

調整中
（２月下旬～３月中）

未定

14：00 ～ 16：00

18：15 ～ 19：30

19：00 ～ 21：00

10：00 ～ 12：00

10：00 ～ 15：00

14：00 ～ 15：00

13：30 ～ 14：00

昼 14：00～ 16：00

夜 18：30～ 20：30

金

金 金

土

中部公民館
☎22-9181

田平町中央公民館
☎22-9211

火 木
火 木

金

木

土

火

火

田平町中央
公民館
☎22-9211

中部公民館
☎22-9181

中部公民館
☎22-9181

生月町中央公民館
☎22-9203

中部公民館
☎22-9181

生月町中央公民館
☎22-9203

生月町中央公民館
☎22-9203

田平町中央
公民館
☎22-9211

生月町中央
公民館
☎22-9203

田平町中央公民館
☎22-9211
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山﨑　省三さん
（下中津良町 在住）

 【 昆虫自然観察会での指導 】

【 園児と昆虫を触れ合わせる山﨑さん 】

「自然」とつながる『かけはし』に
　今回、ご紹介する学び
の達人は、中津良地区に
お住いの「山﨑省三」さん
です。

　山﨑さんは、1941年生まれで、定年まで高
校教師を務められ、現在は、月に２、３回ほど、
田平昆虫自然園に顔を出し、『晴耕雨読』が基
本の毎日を送られているそうです。
　そんな中、南部公民館では、毎年、夏休み
の公民館講座で「自然昆虫散策」を開催してお
り、山﨑さんに講師をお願いし、子どもたち
に優しく丁寧に自然のすばらしさについて指
導をしていただいています。
　また、昨年の秋には、新型コロナウイルス
の影響により、遠方に外出できなかったこど
も園の園児たちと一緒に、多目的研修セン
ター近くの道を散策し、草花や小さな虫など
を観察しました。引率に来ていた先生方も、
今まで名前も知らない草花や昆虫の生態など
を聞き、子どもたちより興味津々のようでし
た。

学び
の
達人

　そんな山﨑さん
の現在の趣味は、
自分の健康のため、
毎日近くの里山を
散策し、四季折々
の草花や、小さな
昆虫などをじっく
り観察することで
す。
　「南部地区は、佐
志岳、屏風岳、礫
岩など、すばらしい
自然に恵まれており、この辺りでしか見られ
ない貴重な植物（例えば、イトラッキョウや
ダンギク、チョウセンノギクなど）や昆虫も
見られます。
　母校である中津良小学校も閉校となり、子
どもの数も少なくなりましたが、今後も四季
折々、周りの自然をじっくりと観察していこ
うと思っています。」と語る山﨑さん、今後も
ご指導をよろしくお願いいたします。
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22-9214
22-9203
22-9211
55-2511

北部公民館
中部公民館
南部公民館
平戸図書館
永田記念図書館

22-2418
22-9181
22-9191
22-4017
22-9182
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平戸市森林組合

㈲井元産業 しいたけ生産部

平戸市宝亀町91-1 
TEL 0950-28-0300
平戸市戸石川町7-1 
TEL 0950-22-3104

ふるさとの味

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。

平戸市生涯学習 まなぶ君
Facebook　QRコード

＜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、市職員が皆様の元へ出
向いて講座を行います。メニューについては
ホームページをチェックしてください。

ひらど市民大学
〇市民講師や大学講師等と連携し、様々な分野
の知識を提供しています。

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。（市民グループに講演を委託します。）

　　　　　「まなぶ君」
〇生涯学習課や各公民館が行って
いる講座やイベントをリアルタ
イムで紹介しています。

生涯学習パスポートの奨励（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）

〇子育ての不安や悩みを、参加者同士で話し合
いながら楽しく学ぶ講座です。
　　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、あらかじめ依頼されたテー
マについての話し合いをグループワーク形式
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。

メディア安全指導講習
（メディア安全指導員派遣）

〇スマホ・インターネット等の安全な使用につ
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。

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

平戸市　まちづくり出前講座
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