
第17回平戸市「少年の主張」大会 開催

中学生の部　最優秀賞

　松山  大希さん（写真右上）

中学生の部　特別賞

墨谷  侑曖さん（写真右下）

小学生の部　最優秀賞

墨谷  陽向さん（写真左）

まつやま　　だいき

すみや　　ひなた

すみや　　ゆうあ

第17回平戸市「少年の主張」大会 開催

地域特集「上亀地区」

平戸を知ろう！「薩摩塔」

まなびびと

イベント情報、スポーツ情報

講座情報

ひらどツーデーウォーク2022

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8



第17回 平戸市『少年の主張』大会  発表者のみなさん

　６月12日（日）に、平戸文化センター大ホールで本
大会が開催されました。市内各地からご来場いただい
た多くの観衆のなかで、市内小中学校の代表23名の
児童生徒が堂々と自分の思いを発表してくれました。
特別賞を受賞した大島中学校3年墨谷侑曖さんは、８

月1日に長崎市で開催される「社会を明るくする運動
中学生・高校生長崎県弁論大会」に出場します。
　また、中学生の部で最優秀賞に輝いた中部中学校
３年松山大希さんは、８月24日に佐世保市で開催さ
れる「少年の主張」長崎県大会に出場します。
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友達という存在
大変で大切な仕事
みかんの香り、平戸への思い
自分を変える
ぼくが思う平和
子猫からもらった大きな宿題
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私の海
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森本　克彦
　まずもって、23名の小中学生の皆さん、主張発表お疲れ
さまでした。皆さん11、12歳から15歳という年齢での大舞台。
私自身が、小中学生の頃を振り返ると、その緊張はいかばか
りかと思いますが、発表者の皆さん落ち着いて、堂々とそれ
ぞれの主張を発表しましたね。とても立派でした。
　今年のテーマ（内容）は、「コロナ禍」「SDGs」「将来の夢」「自
分自身や友達」「障害・差別」に対する思い。「戦争や平和」「社
会・家族・郷土」など幅広いジャンルにわたっていました。
どれも、小・中学生の時にしか感じられないこと、それぞれ
の発表者が向き合った「今」の思いがつまった発表内容でした。
　小学生の部、最優秀賞を受けた大島小学校、墨谷陽向さん
の主張は、家族の一員である「子ネコ」の死を通して命を見
つめ、自らの宿題と課し、表現力・表情豊かな発表でした。
　中学生の部、最優秀賞を受けた中部中学校、松山大希さん
の主張は、実体験に基づく、平戸の農業（米づくり）への夢・
提言で、具体的方策も加わり、説得力十分でした。中学生の部、
特別賞を受けた大島中学校、墨谷侑曖さんの主張は、社会や
身近にあった障害や差別を自分との関わりの中で、心の内を

叫ぶように訴え、聴衆の心をぐっととらえました。
　「主張」は、発表されたすべての皆さん、きらりと光を放つ、
個性あふれる素敵な内容でした。自分の体験や学びに基づい
て、こうして、しっかりと自分の意見を主張できる小中学生
が頑張っている、ということを知ることができ、うれしくな
りました。これからコロナが収束した後も、日本や世界は様々
な社会問題に直面します。皆さんが、身近な生活の中で感じ
た「気づき」を「自分の言葉」で表現することが、社会を動か
す原動力になると信じて、これからもぜひ「発信」や「主張」
を続けてほしいと願っています。みずみずしい感性や考え方、
豊かな心をこれからも大切にしてください。
　今日は、ご家族や友達など多くの方々に見守られ、支えら
れての発表も皆さんにとっては、大きな経験そして自信にな
りましたね。皆さんが、これからどのように成長され、何を
学び、どのような人生（道）を歩まれるか、とても楽しみに
思います。
　最後に、今年も、コロナ禍は、完全には収まらない中ですが、
この大ホールで開催することができました。運営にご尽力い
ただいた皆様、本当にありがとうございました。

すみや　ゆうあ

まつやま だいき
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限界集落「上亀地区」の挑戦
～未来の子どもたちのためのふるさとづくり～

　田平町の東端に位置し、松浦市と佐世保市の市
境にある上亀地区は、人口約90人・30世帯が暮ら
す小さな集落ですが、高齢化率が50％を超えてい
る、いわゆる限界集落でもあります。基幹産業は
農業ですが、高齢化と後継者不足問題は深刻です。
　このような中、集落の将来に危機感を抱き、５
年後・10年後の年齢別構成図を作成。地域の話合
いで課題を共有し、集落の維持存続に向けた住民
の挑戦が始まりました。これまで農地保全やイベ
ントなど地域活動を担っていた地元住民で組織さ
れた「やまびこ会」が、地元企業３社に協力要請。
企業側も“地元あっての会社運営”と活動への参画
を快諾しました。
　地元企業の社員が加わったことにより、地域活
動は一気に若返り、農家と非農家がタッグを組ん
で、これまで引き継がれてきた活動だけでなく、
活性化に向けた新たな取組も生まれてきました。
　今回はその一部を紹介します。

■交通安全啓発キャンペーン

　この地区は、広域農道やまびこロードと佐世保
市江迎町に向かう幹線道路が通っているため交通
量も多いことから、過去に数件の人身事故も発生
しています。そこで交通事故の未然防止を訴える
ため交通安全啓発キャンペーンを数年前から実施。
上亀地区の児童らとともに行き交うドライバーに
「安全運転」のメッセージと地元産の新米１㌔など
を手渡ししています。その取組が認められ、平戸
警察署から感謝状が贈られました。

■荒廃農地の再生
　

荒廃農地の有効活用のため、景観作物であるコス
モスの栽培にも取り組み、これまで集落全体で約
1.5㌶を植え付けています。毎年11月には、見事
なコスモスの花が咲き誇り、行き交う人たちの癒
しの場となっています。
■千年の森と黄金の里づくり

　今年３月には、「未来へつなぐ千年の森と黄金
の里づくり」イベントを開催。集落の永続を願い、
町内外から約70人の参加のもと、シンボルとな
る銀杏の種3,000個を植えました。３年から４年
後をめどに15～20㌶の土地に植樹をする計画です。
代表の濵村さんは、「500年後、1000年後にこの
銀杏が大樹となり集落の財産となってくれたらい
い。」「未来の子どもたちに夢を託し、ここで育っ
たことを誇りに思えるようなふるさとづくりをし
ていきたい。」とその思いを語っています。

　さらに濵村代表は、「住民と企業・行政が手を組
むことで集落が活性することができる。これからも
集落の灯を消さぬよう取り組んでいく。全国の限界
集落にやればできるということを示したい。」とも
語っており、つねに未来を見据えているようです。
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

ボランティアサークル読み聞かせの会　紙風船

薩摩塔模式図

「 本に対する興味と
　　　　　聞く力を育てる 」
　今回より、【まなびの達人】から名称が新し
く【まなびびと】に変わり、記念すべき第１回
目にご紹介する団体は、生月町を主に子ども
達への読み聞かせを行い、市内外でも活動さ
れている【ボランティアサークル読み聞かせ
の会　紙風船】（生月町）です。
　紙風船さんは、平成13年から活動しており、
昨年は発足20周年を迎え、平成26年には【文
部科学大臣表彰】を受賞している団体です。
主な活動としては、公民館活動を拠点として
市内の小中学校・子ども園・サロン・高齢者
施設と依頼に応じて市内外に出向き、大型絵
本・紙芝居・ブラックシアターと、バラエティ
に富んだ内容で、子ども達から高齢者まで読
み聞かせを行っています。また、生月町中央
公民館では、毎年７月に七夕フェスティバル、
12月にキラキラフェスティバルを紙風船さん
の協力を得て開催しています。その際には七
夕・クリスマスに関する読み聞かせと、小中
学生のボランティア育成にも力を入れ、イベ
ントを盛り上げていただいています。
　一般的に、乳幼児の頃から読み聞かせを行
うことで、本に対する興味が起こり、聞く力
が育てられると言われています。【読み聞か
せに大事なことは何ですか？】との問いに、
代表の井元ひとみさんは、【優しい笑顔と言

葉をもって、聞いて下さる方にお話の世界を
充分に楽しんでいただき、また地域の子ども
達に良い絵本との出会いと体験を通して幸せ
で心豊かに育つようにお手伝いさせていただ
いています。】と答えてくれました。
　昨年、発足当時から長年代表を務めていた
神田紀子さんが亡くなられましたが、新しく
代表を引き継がれた井元ひとみさんを中心に
会員が一丸となり、今後も活動を続けていか
れるそうです。紙風船さんの今後更なるご活
躍を祈念いたします。

　平戸市には薩摩塔と呼ばれる珍しい石造物が
あります。名前の由来は現在の鹿児島県薩摩地
方で最初に発見され、どこにもない形であった
ことから命名されています。平戸では平成に
入って調査が実施され、市内に現在11基が発
見されています。このうち平戸市指定有形民俗
文化財となった平戸の南、志々伎神社沖の宮に
ある薩摩塔は1.5mを越える大きさであり、松
浦史料博物館に所蔵されている「志自岐沖之宮
石鉢図」には1822年(文政5)当時の姿が描か
れたものが残っています。絵図に残るというこ
とはすでに変わった形の石造物であるとの認識
があったのかもしれません。その後調査が進み
福岡県、佐賀県などで発見されていますが、九
州の他の県ではいまだに見つかっていません。

どうやら九州の西側に偏って分布しているので
はないかと考えられています。その理由を探る
ため石の素材から検討されました。すると中国
の石材ではないかとされています。さらに発見
された場所が志々伎や安満岳など信仰を集める
ところなどにあり、また制作年代は14世紀ご
ろではないかと推定され、このことから奉納し
たのは中国船に関係のある貿易関係者が航海の
安全などを祈願して奉納したのではないかと考
えられ、平戸がこの時期から広く世界と交易し
ていたことを語ることができる石造物といえま
す。皆様の地域に見たことがあれば、新たな発
見となりますので、教えていただければと思い
ます。
【参考文献】薩摩塔の時空　井形進　花乱社

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

安満岳にある
薩摩塔(左)

志自岐沖の宮にある
薩摩塔

ボランティアサークル
読み聞かせの会　紙風船
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薩摩塔模式図

　平戸市には薩摩塔と呼ばれる珍しい石造物が
あります。名前の由来は現在の鹿児島県薩摩地
方で最初に発見され、どこにもない形であった
ことから命名されています。平戸では平成に
入って調査が実施され、市内に現在11基が発
見されています。このうち平戸市指定有形民俗
文化財となった平戸の南、志々伎神社沖の宮に
ある薩摩塔は1.5mを越える大きさであり、松
浦史料博物館に所蔵されている「志自岐沖之宮
石鉢図」には1822年(文政5)当時の姿が描か
れたものが残っています。絵図に残るというこ
とはすでに変わった形の石造物であるとの認識
があったのかもしれません。その後調査が進み
福岡県、佐賀県などで発見されていますが、九
州の他の県ではいまだに見つかっていません。

どうやら九州の西側に偏って分布しているので
はないかと考えられています。その理由を探る
ため石の素材から検討されました。すると中国
の石材ではないかとされています。さらに発見
された場所が志々伎や安満岳など信仰を集める
ところなどにあり、また制作年代は14世紀ご
ろではないかと推定され、このことから奉納し
たのは中国船に関係のある貿易関係者が航海の
安全などを祈願して奉納したのではないかと考
えられ、平戸がこの時期から広く世界と交易し
ていたことを語ることができる石造物といえま
す。皆様の地域に見たことがあれば、新たな発
見となりますので、教えていただければと思い
ます。
【参考文献】薩摩塔の時空　井形進　花乱社

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

安満岳にある
薩摩塔(左)

志自岐沖の宮にある
薩摩塔
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「 本に対する興味と
　　　　　聞く力を育てる 」
　今回より、【まなびの達人】から名称が新し
く【まなびびと】に変わり、記念すべき第１回
目にご紹介する団体は、生月町を主に子ども
達への読み聞かせを行い、市内外でも活動さ
れている【ボランティアサークル読み聞かせ
の会　紙風船】（生月町）です。
　紙風船さんは、平成13年から活動しており、
昨年は発足20周年を迎え、平成26年には【文
部科学大臣表彰】を受賞している団体です。
主な活動としては、公民館活動を拠点として
市内の小中学校・子ども園・サロン・高齢者
施設と依頼に応じて市内外に出向き、大型絵
本・紙芝居・ブラックシアターと、バラエティ
に富んだ内容で、子ども達から高齢者まで読
み聞かせを行っています。また、生月町中央
公民館では、毎年７月に七夕フェスティバル、
12月にキラキラフェスティバルを紙風船さん
の協力を得て開催しています。その際には七
夕・クリスマスに関する読み聞かせと、小中
学生のボランティア育成にも力を入れ、イベ
ントを盛り上げていただいています。
　一般的に、乳幼児の頃から読み聞かせを行
うことで、本に対する興味が起こり、聞く力
が育てられると言われています。【読み聞か
せに大事なことは何ですか？】との問いに、
代表の井元ひとみさんは、【優しい笑顔と言

葉をもって、聞いて下さる方にお話の世界を
充分に楽しんでいただき、また地域の子ども
達に良い絵本との出会いと体験を通して幸せ
で心豊かに育つようにお手伝いさせていただ
いています。】と答えてくれました。
　昨年、発足当時から長年代表を務めていた
神田紀子さんが亡くなられましたが、新しく
代表を引き継がれた井元ひとみさんを中心に
会員が一丸となり、今後も活動を続けていか
れるそうです。紙風船さんの今後更なるご活
躍を祈念いたします。

ボランティアサークル
読み聞かせの会　紙風船
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※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。
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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

北部地区対抗親善
ソフトボール大会

中部地区民球技大会

第17回平戸市民体育祭
総合開会式

職場・職域ソフト
ボール大会

仲秋の名月グラウンド
ゴルフ大会

第30回田平町グラウ
ンドゴルフ大会

南部地区健康まつり

第54回町内ソフト
ボール大会

第39回田平町民体育祭

令和４年度平戸市市民体育祭
北部地区健康まつり

日 時  ※年間開催回数 場　所 内　　　容 問 合 先

ライフカントリー

中部市民運動場
ほか

ライフカントリー
雨天時：田平町体育館

大島中学校グラ
ンド　　　　

ライフカントリー

田平公園グラウ
ンド

多目的研修セン
ター

生月町勤労者体
育センター

田平公園・田平中・
田平北小グラウンド

亀岡グラウンド
平戸小学校体育館

ソフトボール

中部体育振興会主催の親善球技大会
（ソフトボール・ソフトバレー・ゲート
ボール・グラウンドゴルフ)

8月1日～11月30日まで市内各所で開
催される市民体育祭の総合開会式

大島村体育振興会主催

グラウンドゴルフ

田平町体育振興会主催のグラウンドゴ
ルフ大会

乳幼児から高齢者まで、どなたでも参加
できるスポーツイベントです。気軽にでき
る軽スポーツを競います。

生月町体育振興会主催による町内地
区別対抗戦。

田平町体育振興会主催の町民体育祭

軽スポーツ大会

スポーツイベント名

野外体験活動

こわい？おはなし会

第42回田平町文化祭
（展示の部）
第42回田平町文化祭
（ステージの部）

平戸越南まつり

生月町文化祭（美術
工芸展示）

第43回大島村文化祭
（展示）

奥ひらど文化祭

生月町文化祭（音楽芸
能発表会）

日 時  ※年間開催回数 場　所 内　　　容 問 合 先
8月18日

8月21日

10月22日　、23日

10月30日

11月５日　、６日

11月５日　、６日

11月12日　、13日

11月13日

11月20日

大賀キャンプ場
雨天時：大島中学校体育館

平戸図書館

田平町民センター

田平町民センター

平戸市ふれあい
センター

生月町中央公民館

大島村公民館

多目的研修センター
南部市民屋内運動場

生月町中央公民館

ふるさと大島の豊かな自然に接すること
で、自然への理解や愛情を養う。
かわいいおばけが出てくるおはなし会、
ちょっぴりこわい(？)おはなし会を２回に
分けて開催します。

500点あまりの作品が会場いっぱいに並
びます。

田平町文化協会や市内の団体が、日頃
の活動の成果を発表します。

ふれあいセンターのメインイベント。地区
外からも多くの方々が来られています。今年
も様々なイベントを用意しておりますので、
皆さまのご来場をお待ちしています。

文化祭美術工芸展示

文化祭美術工芸展示

南部地区で活動する団体や学校等の発
表会

文化祭音楽芸能発表会

9：00 ～ 16：00

14：00 ～ 15：00

9：00 ～ 16：00

9：00 ～ 16：00

（時間調整中）

9：00 ～ 17：00

（土）9：00 ～ 17：00
（日）9：00 ～ 17：00

9：00 ～ 15：00

9：00 ～ 13：00

8月21日

8月21日

9月4日

9月14日

9月17日

9月21日

9月25日

9月25日

10月2日

10月2日

8：30 ～ 14：00

8：00 ～ 16：00

8：30 ～

18：00 ～ 21：00

17：00 ～ 20：00

9：00 ～ 12：00

9：00 ～ 12：00

9：00 ～ 16：30

8：00 ～ 13：00

9：00 ～ 13：00

日

日

日

水

土

水

日

日

日

日

8月～11月

北部公民館
☎22-2418

中部体育振興会
（中部公民館）
☎22-9181

スポーツ推進班
☎22-9214
大島村体育振興会
（大島村公民館）
☎55-2511

北部公民館
☎22-2418

田平町中央公民館
☎22-9211

南部公民館
☎22-9191

生月町体育振興会
（生月町中央公民館）
☎22-9203

田平町中央公民館
☎22-9211

北部公民館
☎22-2418

大島村公民館
☎55-2511

平戸図書館
☎22-4017

田平町中央公民館
☎22-9211

田平町中央公民館
☎22-9211

中部公民館
☎22-9181

生月町中央公民館
☎22-9203

大島村公民館
☎55-2511

南部公民館
☎22-9191

生月町中央公民館
☎22-9203

木

日

土　　日

土　　日

土　　日

土　　日

日

日

日

6



中部地区健康まつり

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。

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。

公民館等講座情報

親子ふれあい子育て
講座

軽体操教室

やさしいスマート
フォン講座

子どもチャレンジ講座
荻田浮立笛作り体験
教室

ヨガ教室

中国茶体験講座
中国のお茶について学ぶ

男の料理教室

まちあるき講座
米の内 編

フラワーアレンジ講座

親子料理教室

開催中～３月

毎月第１・３

8月18日　、9月15日
10月20日　、11月17日

8月24日

9月～10月

9月10日

10月6日

11月上旬

11月11日

11月中旬 　～下旬

平戸市ふれあい
センター

生月町中央公民館

多目的研修セン
ター

田平町民センター
研修室３

大島村公民館

田平町民センター

生月町中央公民館

田平町内（米の内
地区）

多目的研修セン
ター

平戸市ふれあい
センター

NPO法人「しあわせの木」と共催で、
子育て講座を開催しています。お子さ
まをつれてお気軽にご参加ください。

軽体操でリフレッシュ。運動不足を解
消しよう。

スマートフォンの基本的な使い方や、
アプリについて学ぶことができます。

市指定無形民俗文化財「荻田浮立」の
歴史を学びながら、実際に笛部門で用
いる横笛作りに挑戦します。

ヨガ体操による健康増進

国際交流員の丁さんに中国茶を紹介して
頂き、中国と日本のお茶の違いについて
学びます。

食品ロス　捨てずに使う

米の内地区を歩きながら学び、地区へ
の親しみを深めます。

例年実施しているフラワーポットを使った
アレンジメント講座です。作品は、奥ひら
ど文化祭において展示させていただきます。

親子でおしゃれなランチを作ります。お
子さまと一緒にチャレンジしてみませんか。
皆さまのご参加をお待ちしています。

10：00 ～ 15：00

14：00 ～ 15：00

10：00 ～ 11：30

9：00 ～ 12：00

14：00 ～ 16：00

9：30 ～ 13：00

9：30 ～ 12：30

18：30 ～ 20：30

10：00 ～ 13：00

金

大島村公民館対抗
グランドゴルフ大会（男子）
ユニカール大会（女子）
第35回B＆G会長杯争奪
バレーボール大会
令和４年度小学生
スポーツ大会

第52回田平町区対抗
ソフトボール大会

第39回田平町秋季
ゲートボール大会
第42回田平町軟式
野球大会

職場・職域卓球大会

日 時  ※年間開催回数 場　所 内　　　容 問 合 先

大島中学校グランド
大島中学校体育館

生月町B＆G海洋
センター

生月町B＆G海洋
センター

田平公園・田平中・
田平北小グラウンド

多目的広場

田平中グラウンド

大島中学校体育館

大島村体育振興会主催

生月町B＆G海洋センター主催による
バレーボール大会

生月町中央公民館主催　生月地区小学校
地区対抗ドッジビー大会

田平町体育振興会主催のソフトボール
大会

田平町体育振興会主催のゲートボール
大会

田平町体育振興会主催の軟式野球大
会

大島村体育振興会主催

スポーツイベント名

10月16日

10月19日　、20日

10月23日

10月23日

11月  4日

11月  6日

11月16日

13：30 ～ 17：00

19：00 ～ 22：00

9：00 ～ 14：00

8：00 ～ 17：00

9：00 ～ 12：00

9：00 ～ 12：00

18：30 ～ 22：00

日

水　　　木

日

日

金

日

水

大島村公民館
☎55-2511

生月町B＆G海洋センター
☎22-9205

生月町中央公民館
☎22-9203

田平町中央公民館
☎22-9211

田平町中央公民館
☎22-9211

田平町中央公民館
☎22-9211

大島村公民館
☎55-2511

木

14：00～16：00
19：00～20：30

木
木

木
木

土

毎週火
第2・4火

水

木

金

日　　　日

中部公民館
☎22-9181

生月町中央公民館
☎22-9203

南部公民館
☎22-9191

田平町中央
公民館
☎22-9211

大島村公民館
☎55-2511

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

南部公民館
☎22-9191

中部公民館
☎22-9181

※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

中部市民運動場、
平戸市ふれあいセ
ンター　ほか

軽スポーツ体験教室を行います。ご家族
で気軽にご参加ください。皆さまの参加
を心よりお待ちしています。

中部公民館
☎22-9181

日 　　 　日

日

10月中旬 　～下旬
8：30 ～ 17：00

7 令和４年8月　第5７号



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

2022 16

ひらどツーデーウォーク大会実行委員会事務局 
〒859-4807　平戸市田平町里免27番地１
TEL 0950-22-9214／FAX0950-25-1211

ひらどツーデーウォーク大会実行委員会事務局 
〒859-4807　平戸市田平町里免27番地１
TEL 0950-22-9214／FAX0950-25-1211
www.city.hirado.nagasaki.jp/
E-mail 2days-walk@city.hirado.lg.jp

主催・問合せ・お申し込み

平戸市オフィシャルサイト　www.city.hirado.nagasaki.jp/
E-mail 2days-walk@city.hirado.lg.jp

2022 16

土 日10月８日・９日令和４年令和４年10月８日・９日

国際（日本）市民スポーツ連盟認定大会
美しい日本の歩きたくなるみち500選公認大会
ウォーク日本1800
オールジャパンウォーキングカップ
九州マーチングリーグ

Ｒ

８日 ９日 「教会群と城下町をめぐる」コース「西海国立公園の大パノラマを見る」コース

新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。
●ご来場の際はマスク着用および咳エチケットの励行を徹底してください。
●ご来場時の検温および手指消毒にご協力ください。
●密にならないように他人との距離を確保し、大声でのおしゃべり等はお
控えください。
●熱（37.5度以上）・咳などの体調不良の症状がある方およびその家族
の方は入場できません。

平戸文化センター生月支所前漁港広場生月支所前漁港広場
22km／平戸大橋と田平教会散策コース
11km／川内峠展望コース
  5km／ゆったり城下町散策コース

22km／平戸大橋と田平教会散策コース
11km／川内峠展望コース
  5km／ゆったり城下町散策コース

３０km／生月島の大自然と西海国立公園満喫コース
18km／大バエ灯台大パノラマ展望コース
  8km／生月大橋と隠れキリシタンの歴史満喫コース

３０km／生月島の大自然と西海国立公園満喫コース
18km／大バエ灯台大パノラマ展望コース
  8km／生月大橋と隠れキリシタンの歴史満喫コース

平戸文化センターSTART
GOAL

START
GOAL

８


