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第37回田平町文化祭開催
37回田平町文化祭開催
第37回田平町文化祭が田平町文化協会主催で、「展示の部」が11月3日（金）・4日
（土）に、「ステージの部」が5日（日）に田平町民センターで開催されました。ま
た、３日間を通してバザーとブックリサイクルも実施されました。
3・4日の「展示の部」は、書や俳句、生け花のほか、園児・児童の絵画や工作など、
幅広い年代による作品が展示され、どれも見事な出来で、来場者からは来年も楽しみに
しているという声が聞かれました。また、作品展示以外にも、囲碁大会や呈茶、絵本の
読み聞かせが開催されました。
5日の「ステージの部」は、花園保育園の和太鼓演奏から始まり、全21団体により日
本舞踊や詩吟、ダンスなどが披露されました。なかでも目をひいたのは、古典音楽研究
会によるお手製のギターでの演奏でした。展示の部で展示したギターを、ステージの部
で演奏するという「凄ワザ」を見ることができました。
田平町文化協会には、押し花や軽体操など44団体が加盟し活動を行っています。文化
祭で興味を持たれた方、見学や加入の希望がありましたら、田平町中央公民館までおた
ずねください。

展示作品

児童作品

お手製のギター

囲碁大会

権現太鼓
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≪第34
≪第34回田平町秋季ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ大会結果≫
34回田平町秋季ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ大会結果≫

≪第37
≪第37回田平町文化祭協賛囲碁大会結果≫
37回田平町文化祭協賛囲碁大会結果≫

11月2日

田平町里免 多目的広場

11月3日

田平町民センター別館和室

優 勝
準優勝
3 位

深月Aチーム
深月Bチーム
永久保チーム、里チーム

優 勝
準優勝
3 位

大浦 千尋
小出
勇
木山甚三郎、三好 光

≪お知らせとお願い≫
田平北小学校のグラウンドは工事のため、下記期間は使用できません。
ご迷惑おかけします。
平成29年11月20日（月）～平成30年3月上旬 （予定）

≪少年の日啓発パレードを実施しました≫
毎月1日は「少年の日」ということで、田平町青少年健
全育成会では、１日前後に、小学校と中学校周辺に「ココ
ロねっこ運動」ののぼりを立てて、啓発活動を行っていま
す。
また、11月は子ども・若者育成支援全国強調月間及びコ
コロねっこ運動強調月間です。「ココロねっこ運動」と
は、子どもたちの心の根っこを育てるために、子どもの手
本となる大人のあり方を見直し、みんなで子どもの心を育
てる県民運動です。
田平町青少年健全育成会では、11月１日（水）に、民生児童委員や保護司、少年補導員等約50名
が、平戸市役所田平支所から瀬戸市場まで、少年の日啓発パレードを実施しました。
また、パレードに先立ち、育成会長から田平支所長へ更なる青少年の健全育成への協力を願うメッ
セージの伝達を行いました。

≪平戸市生涯学習パスポートについて≫
平戸市生涯学習パスポートは、生涯学習として講演会や公民館講座等の受講を記録するものです。
受講記録が一定ポイントに達すると、申請により市から奨励証を交付します。
【対象項目】・講演会受講（５ポイント） ・公民館講座の受講（２ポイント）
【奨励証】 ・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
平成30年２月に表彰式を予定しています。上記奨励証に該当すると思われる方は、12月22日
（金）までに、田平町中央公民館で生涯学習パスポートを持参し、申請手続きをしてください。

≪年始交歓会開催≫
平成30年田平町「年始交歓会」を開催しますので、皆様ご参加ください。
日 時
場 所
問合せ

平成30年１月４日（木）16時～
田平町民センター
田平町中央公民館（田平町民センター）

電話 57-0207
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≪そば打ち体験 受講者募集≫

≪筆ペン教室 受講者募集≫

家庭でもできるそば打ちについて学びます。
手打ちのそばは、一味違います。今年の年越し
そばは、手打ちにチャレンジしてみませんか？

現在はパソコンなどで作成した年賀状が主流
ですが、手書きの年賀状は印象に残ります。筆
ペンで上手に文字を書くコツを学んで、来年の
年賀状はあて名だけでも手書きにチャレンジし
てみませんか？

日 時

平成29年12月16日（土）
午後1時～4時30分
場 所
田平町民センター調理室
定 員
先着12名(小学4年生から一般成人)
小学生は保護者同伴
受講料
500円 ※保護者同伴の小学生は、
親子一組で500円
講 師
肥前えむかえ蕎麦の会
持参する物
エプロン、マスク、包丁、
高さ2㎝幅10㎝の空箱
申込締切日
12月11日（月）
申込・問合せ
田平町中央公民館窓口か電話・FAX
※FAXの場合、住所、氏名、連絡先を記入し
てください。
電話57-0207
FAX57-2557

≪平戸市人権教育研究大会 開催≫
開催≫

①平成29年11月30日（木）
②平成29年12月 7日（木）
③平成29年12月14日（木）
午後7時～9時
場 所
田平町民センター研修室２
定 員
先着16名(小学3年生から一般成人)
受講料
200円 ※1回目にいただきます
講 師
日本習字 円支部 中尾まどかさん
持参する物
なし（筆ペンは主催者で用意）
申込締切日
11月20日（月）
申込・問合せ
田平町中央公民館窓口か電話・FAX
※FAXの場合、住所、氏名、連絡先を記入し
てください。
電話57-0207 FAX57-2557
日 時

≪人権教育講座 受講者募集≫

○平戸市人権教育研究大会を開催します。

「じんけん」と聞くと、「むずかしそう
「自分には関係ない」と思っていませんか？
人権に関する正しい認識と理解を深め、一人
ではなぜ、「じんけんが大切」なのでしょ
ひとりがお互いの人権を尊重しあえる社会の実 うか？みんなで分かりやすく「じんけん」に
現を目指し、今年度も人権教育研究大会を開催 ついて考えてみましょう！
します。
日 時

平成29年11月24日（金）
13時～16時30分
会 場
田平町民センター
内 容
特別講座 ヒューマンバンド
「熱と光」代表 宮崎 保 さん
講 演
大阪成蹊大学
教授 園田 雅春 さん
主 催
長崎県・平戸市教育委員会、北松地
区人権教育研究協議会
問合せ・申込先
教育委員会生涯学習課
電話 22-4111
FAX 22-2878

日 時

平成29年12月19日（火）
午後7時～9時
場 所
田平町民センター
対 象
市民の皆さん
受講料
無料
講 師
今川 亮生さん 神保 裕行さん
（県人権・同和教育指導者）
申込締切日
12月11日（月）
申込み
田平町中央公民館窓口か電話、FAX
問合せ
教育委員会生涯学習課
電話 22-4111
FAX 22-2878

平戸市図書館で「図書館を使った調べる学習コンクール」を実施したところ、小・中学生から51点の応募
があり、２名の作品が全国コンクールへ推薦されることになりました。入賞作品と田平地区学校応募作品
は、次の期間に田平町民センターで展示します。（全国推薦の作品は出品のため展示されません）
展示期間
最優秀賞
優秀賞

平成30年1月4日（木）～平成30年1月17日（水）
田平東小学校 2年生 吉田 椰奏 （全国推薦）
田平北小学校 3年生 大浦 咲希 （全国推薦）
大島小学校
5年生 横尾 咲歩

＜一般書＞
○覆面作家
（大沢 在昌）
○ミステリークロック
（貴志 祐介）
○トップリーグ
（相場 英雄）
○愛のかたち
（岸
惠子）
○砂上
（桜木 紫乃）
○地の星
（伊吹 有喜）
○守教 上・下
（帚木 蓬生）
○学校では教えてくれない戦国史の授業
（井沢 元彦）
○効く！生甘酒
（今津 嘉宏）
○ムリなくはじめられる楽しいランニング
（鈴木 清和）
○子どもはハテナでぐんぐん育つ
（調べ学習研究会「調之森」）
○遠葬
（萩野なつみ）
○古事記
（梅原
猛）
○ストレスの脳科学
（田中 正敏）
○長生きしたければ座りすぎをやめなさい
（岡 浩一朗）
○子どもの病気ＳＯＳ
（草川
功）
○一瞬で人生が変わるすっごい呪文
（メンタリストDaiGo）
○はじめてのボランティア手話（谷
千春）
○秋レシピ 2017
（オレンジページ）
○革命のファンファーレ
（西野 亮廣）

入選

度島小学校
2年生 下田こうき
田平北小学校 3年生 川村 慶輔
田平北小学校 3年生 冨田 晴美

○ひなびた温泉パラダイス
（岩本
薫）
○脳と体がよみがえる！リスム深呼吸
（北
一郎）
＜児童書＞
○あなたが生まれたとき、世界中がよろこびま
した
（大木ゆきの）
○現代用語の基礎知識学習版2018
○マンガでよくわかるねこねこ日本史
（そにしけんじ）
○教科書にでてくるおはなし366
（WAVE出版）
○クリスマスがちかづくと
（斉藤
倫）
○トーストン
（新井 洋行）
○きのうえのおうちへようこそ！
（ﾄﾞﾛｼｱ・ｳｫｰﾚﾝ・ﾌｫｯｸｽ）
○おならまんざい
（長谷川義史）
○おててかいじゅうつみきのまちへ
（真珠まりこ）
○5分後に禁断のラスト
（エブリスタ）
○カミカミもぐもぐげんきなは（高宮 麻紀）
○くまのプーさん
（ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ・ﾜｰﾙﾄﾞﾜｲ）
○こねてのばして
（ヨシタケシンスケ）
○サンタともりのなかまたち （ﾊﾞﾘｰ・ﾃｨﾑｽ）

