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第47回田平町卓球大会
47回田平町卓球大会
田平町卓球大会を６月10日（日）午前８時45分から、田平町体育館において行います。
皆様の参加をお待ちしております。 （午前8時30分集合）
参加資格
申込先

田平町在住者又は町内勤務者
田平町体育振興会事務局（田平町中央公民館内）

参加料は1人300円（当日徴収）
申込みは、5月31日（木）期限厳守で！！
！！お願いします。
！！
問い合わせ 電話 57-0207

平戸市「少年の主張」大会
日 時：６月10日（日）午後0時30分開会
平戸市の児童・生徒が意
場 所：平戸文化センター 大ホール
見発表を行います。
内 容：市内小・中学校の代表が、
多くの方のご来場をお
待ちしています。
日ごろ考えていること、将
来の夢などを発表します。
問合せ先：平戸市教育委員会生涯学習課（電話22-4111）

第５1
第５1回区対抗バレーボール大会
区対抗バレーボール大会を６月24日（日）、田平中学校体育館（予定）・北松農業高校

体育館（予定）において行います。皆様の参加をお待ちしております。（午前８時開会）
参加資格
申込先
監督会

田平町在住者（区単位）
田平町体育振興会事務局（田平町中央公民館内）
６月12日（火）午後７時00分 田平町民センター

参加料は１チーム２,０00円
申込みは、6月12日（火）期限厳守で！！
！！お願いします。
！！
問い合わせ 電話 57-0207
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スマートフォン教室 受講者募集
スマートフォンに買い替えを検討されている方、買ったものの使い方がよくわからない方な
どの、初心者を対象にスマートフォンの基礎を学びます。
１、日 程

① 6月18日（月） 19：00～20：30
② 6月21日（木） 14：00～15：30
※ ①と②は同じ内容です。
２、場 所
田平町民センター 研修室２
３、対 象
スマートフォン初心者
４、講 師
ドコモショップ平戸店
５、受講料
無 料
６、定 員
①・② 各先着15名
７、その他
ご自分のスマートフォンをお持ちの方は、ご持参ください。
お持ちでない方は準備しますので、6
お持ちでない方は準備しますので、6月7日（木）までにお申込みください。
※説明はドコモ製のスマートフォンで行います。
８、申込み・問合せ
田平町中央公民館（田平町民センター） 電話57-0207

平戸市民生涯学習講演会
市民が主体となり、企画立案・開催までを行う「平戸市民生涯学習講演会」を下記のとおり
開催します。多くの皆様のご来場をお待ちしております。
表 題：平戸市民生涯学習講演会
「“長寿菌”がいのちを守る！～大切な腸内環境コントロール～」
日 時：５月27日（日） 10：00～12：00
会 場：田平町民センター 大ホール
主 催：平戸市、平戸市教育委員会
主 管：平戸市保育会
内 容：「あなたのウンチ、毎日ちゃんと出ていますか？」答えが「Ｙｅｓ」か「Ｎｏ」
で、あなたの今後の健康や寿命が左右されると言っても過言ではありません。がん
だけではなく、大腸の病気を予防するために、いわゆる“長寿菌”を活性化するこ
との大切さをお話します。
講 師：辨野 義己（べんの よしみ）氏
（特定国立研究開発法人 理化学研究所 辨野特別研究室）
備 考：託児所あり。利用は５月21日（月）までに事前申込が必要です。
問い合わせ・申込先：平戸市教育委員会生涯学習課 電話：22-4111（内線5042）

田平町人口動向
人口 6,835（9人）

世帯数 3,017世帯（10世帯）

男性 3,269人（－4人）
女性 3,566人（13人）

※平成30年5月1日現在
（ ）は前月との比較
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≪ 行事結果等 ≫
4月29日（日）、田平公園テニスコートと亀岡公園テニスコートにおいて、「第20回た
びら春まつりミックステニス大会」が開催されました。結果は次のとおりです。

１部
２部
３部
４部

優勝

準優勝

3位

3位

加藤・松永 組

津田・森 組

石原・嬉野 組

清水・山下 組

（ﾁｰﾑｸﾚﾊﾟｽ ）

（SKIP・ﾁｰﾑｱｵﾅﾂ）

岡澤・松本 組

大石・原 組

（SKIP・50‐POND） （SNTC・50‐POND）

（田平TC・ﾁｰﾑｸﾚﾊﾟｽ） （田平TC・佐世保ｸﾗﾌﾞ）
稲富・松林 組

荒木・浦川 組

高木・飯塚 組

（ 50‐POND ）

（ SKIP ）

古賀・堀 組

井上・酒井 組

（ﾁｰﾑｸﾚﾊﾟｽ ）

（田平TC・ﾌﾟﾘﾝｽTC）
原田・釘宮 組

神山・岩田 組

（ ﾌﾘｰ・ﾁｰﾑｸﾚﾊﾟｽ ） （佐世保ｸﾗﾌﾞ・ｸｲｰﾝｽﾞ）
古閑・馬場 組

冨川・濱野 組

小関・寺松 組

（ 佐世保重工業 ）

（ﾌﾘｰ・ﾁｰﾑｸﾚﾊﾟｽ）

（田平TC・ｸｲｰﾝｽﾞ）

（ ﾌﾟﾘﾝｽTC

）

４月25日（水）、田平町里免の多目的広場において「第
41回たびら春まつりゲートボール大会」が開催されまし
た。結果は次のとおりです。
優

勝

深月A

準優勝

深月B

第３位

永久保

ゲートボール参加者募集中
練習日時
練習場所
その他
連絡先

月・水・金
午前９時～午前11時30分
田平町体育館横多目的広場
年齢不問
健康維持と親睦を目的に頑張っています
大浦：電話57-1466
小田：電話57-2676

３B体操のつどい
と き
ところ
内 容
主 催
後 援
問合せ

6月24日（日）10:00～12:00
平戸市文化センター 大ホール
9:30～
受付
10:00～10:50
開会式、会員発表など
11:00～12:00
体力測定、閉会式
（公社）日本3B体操協会 長崎県支部 平戸グループ
平戸市教育委員会
赤波江さだ子 電話 090-1089-0015
松口 真由美 電話 090-4512-6891

※ 動きやすい服装、室内シューズ、水分をご持参ください。
※ 当日の体調で、体力測定ができない場合があります。
※ お子様の参加は、保護者同伴でお願いします。
上記の前段として、体験講習会を下記のとおり実施します。
気軽にご参加ください。
日 時
5/24、5/31、6/7、6/14 10:00～11:30
場 所
田平町民センター 研修室3

訂正とおわび
田平町民センターだより４月
号の記事に、誤りがありまし
た。おわびして訂正します。
がわっぱ祭
誤：7月7日（土）
正：7月14日（土）
田平町体育館清掃 5月
誤：バドミントン協議会
正：あじさいクラブ
田平町体育館清掃 6月
誤：あじさいクラブ
正：ひまわりクラブ

新しく入った本
＜一般書＞

＜児童書＞

○じっと手を見る
（窪
美澄）
○天龍院亜希子の日記
（安壇 美緒）
○祈りのカルテ
（知念実希人）
○異邦人（いりびと）
（原田 マハ）
○彼女がエスパーだったころ （宮内 悠介）
○小説となりの怪物くん
（有沢ゆう希）
○お坊さんでスクールカウンセラー
（坂井 祐円）
○親子の手帖
（鳥羽 和久）
○こはる日記
（益田 ミリ）
○「ありがとう」といって死のう（高木慶子）
○若さで勝負できなくなってきたあなたへ贈る
111のアドバイス
（高橋くるみ）
○ここまでできる！まな板いらずの絶品レシピ
（金丸絵里加）
○マンガでわかるはじめての和食薬膳
（武
鈴子）
○読むだけで自立神経が整う名医の言葉
（小林 弘幸）
○ジブン手帳公式ガイドブック2018
（佐久間英彰）
○男と女の理不尽な愉しみ（林真理子・壇蜜）

○太陽と月の大地
（ｺﾝﾁｬ・ﾛﾍﾟｽ=ﾅﾙﾊﾞｴｽ）
○しずくちゃん30 オリンピックだよ！全員
集合
（ぎぼりつこ）
○どらえもん科学ワールド電気の不思議
（藤子・F・不二雄）
○有害物質のサバイバル
（ｽｳｨｰﾄﾌｧｸﾄﾘｰ）
○光と闇と
（長田 真作）
○心ってどこにあるのでしょう？
（いもとようこ）
○ウソナンデス
（こさぎゆう）
○なぞときチャレンジ！名探偵コナン
（青山 剛昌）
○歯っかけアーメンさま
（薫 くみこ）
○ベリーミミちゃんをすくいだせ！
（宮本えつよし）
○妖精のメロンパン
（斉藤 栄美）
○たったひとつのドングリが
（ﾌﾗﾝ・ﾌﾟﾚｽﾄﾝ・ｶﾞﾉﾝ）
○千年の田んぼ
（石井里津子）
○車いす犬ラッキー
（小林 照幸）

