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委員提案により保育入所者数や入所率､ 保育面積
についての説明を受け､ 意見交換を行った｡
��������

委員提案により歴史まちづくり法やまちづくり部
署などについて意見交換を行った｡
��������������

唐津市有線テレビジョンの使用料改定について

 !"#$%&'���

ボランティアガイドが育たなかった場合の対策に
ついて意見交換を行った｡
��������������

・12月市議会定例会について
・都市漁村交流施設について
・唐津市有線テレビジョンの使用料改定について
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・免許を持たない学生などが自由に移動できるよう
考慮が必要｡ (唐津)
・バスに定額で利用できるものと距離に応じて運賃
が加算されるものがあり､ 運賃が不均衡である｡
両者の運賃を調整できないか｡ (厳木)
・運賃が高額なため､ 自家用車で学校まで送迎して
いるところも多いと聞く｡ もう少し運賃の補助が
必要｡ (厳木)
・現在の利用状況から考えると､ 大きなバスが必要
なのか疑問｡ 乗合タクシーなどでもいいのではな
いか｡ (七山)

・相知の巡回バスは､ スクールバスの空き時間を利
用して運行しているため､ 他地域の巡回バスと同
列で議論することはそぐわない感じがする｡ 相知
に合ったバスの利用計画を考え､ 行政だけでなく
地域の団体などでも検討していくことが必要｡
(相知)
・路線を維持するため､ バス利用の意見交換を行い､
バスの待ち時間に利用できる施設を充実させるこ
とが必要｡ (北波多)
・高齢者対策､ 離島航路との乗継やバスの小型化に
よる経費見直しなどが必要｡ (呼子)
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・市に多額の借金があるとの報道に対して財政を懸
念する質問に､ 地方交付税措置などについて説明｡
(唐津)
・市の職員削減が進むと支所機能が保たれるのか不
安である｡ 周辺地域にとって各支所は住民の拠り
所であることを理解してほしい｡ (厳木)

・税の収納率､ 滞納分の回収率､ 学校給食費未納分
について意見交換を行った｡ とくに学校給食費未
納問題については､ 親に納入義務をしっかり認識
してもらうため､ 学校行事の式辞などで注意喚起
してみてはどうか｡ (浜玉)
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７月からの地上デジタル放送への移行に伴い､ テ
レビの買い替えなどで市民の負担が多くなっている
状況や､ 将来的な施設維持管理費用および市の財政
状況などを十分検討されて決定をしていただきたい｡
��������� !

・前回委員提案議題に対する対応策など取り組み状
況について
・国道の交通事故防止の看板設置について
・若手農業者の育成について
・ ｢鳴神温泉ななのゆ｣ 木質チップボイラー設置工
事視察
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市内周辺部に医療機関が少ないなかで､ 唐津救急
医療センターの充実を期待する｡ ついては､ 小児科
の診療対象年齢が､ 現行中学生までとなっているが､
18歳 (高校生など) まで引き上げることはできない
か｡
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デジタル放送移行に合わせ､ 市有線テレビジョン
への加入促進中だが､ 将来使用料が値上げとなるこ
とで､ 住民の皆さんが加入を躊

ちゅう

躇
ちょ

することが懸念さ
れる｡
現在加入している人についても､ 解約してアンテ

ナによる視聴に切り替えるケースが想定される｡
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合併して地域に密着した行政が薄れてきた｡ 支所
職員が減少していく中で､ いかに支所機能を充実し
ていくか考えるべき｡
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民間エリアに合わせた金額となっているが､ 将来
的に民間が値上げすれば､ また唐津市も値上げする
予定なのか｡
当初の加入説明で､ 使用料の改定予定について説

明がなされていれば納得できると思うが､ あまりに
も急な改定ではないか｡
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鵜殿石仏群は九州有数の石仏であるが､ 崩落の危
険に直面している｡ 保存対策が検討されているが､
劣化が進んでおり､ 植物の除去やひび割れ部分の崩
落防止を早急に対応してほしい｡
旧田頭小学校は､ 東川地区公民館として利用して

おり､ 他の平山､ 佐里､ 牟田部と同様に小学校校区
単位の地区公民館として唐津市公民館条例に規定し
た位置づけをしてほしい｡
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厳木バイパスが平成 25年度に相知町長部田まで
開通予定となっているが､ 道の駅 ｢厳木・風のふる
さと館｣ の客がさらに減少するのではないかと懸念
する｡
最近の若い女性は､ 農業体験を好意的に楽しむ人

が多く､ 農業体験と婚活事業を結びつけてみると面
白い企画になるのではないかと思う｡
"#+,-����

消防団に独身女性が入団すれば独身男性も関心を
持ち､ 入団希望者が増えて婚活にも繋

つな

がり活気が出
るのではないだろうか｡
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厳木地域での供用開始から約４年で２倍以上にな
る｡ このように急激な料金の値上げは､ 住民の理解
を得られるとは思えない｡
6"78 (新厳木スポーツ広場､ 高倉地区)
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年間運営経費と料金収入との関係を確認
9:;<=>����

犬猫の飼育管理マナーの向上のため､ 市も何らか
の対応をお願いしたい｡
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維持管理費に充てるとの理由で､ その都度値上げ
するのはいかがなものか｡
?@ABCDEFGHIJKLMNO"&��
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病院が近くにあるので､ 高齢者福祉目的をする施
設や総合的な役割を担う施設をつくってはどうかな
どの意見があった｡ これに対し､ 住民の皆さんのさ
まざまな思いがあると思うので､ 意見を聞きながら
審議して進めるなど回答がなされた｡
PQRSTUVWXY����

古窯の森や四季の丘公園など市内にすばらしい場
所は多いのでもっとＰＲをしてほしい､ 市全体の憩
いの場などのマップを学校区単位で作成してほしい
などの意見があった｡
Z[\]^_`&�-����

球場の移転を進めるとともに､ 移転後の活用とし
て総合スポーツ施設などを検討してはどうかとの意
見があった｡
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����� 岩松歯科医院 ��������・刀町

�������井本歯科医院 ��������・厳木町厳木

�������おおた歯科医院 ��������・東唐津

�������わたなべ歯科クリニック ��	�����・二夕子

����� くりたやすゆき歯科医院 ����

��・相知町中山

������ 大浦歯科医院 ��������・北波多岸山

������ 田渕歯科医院 �����	�
・鏡

������ 本城医院歯科 ��������・刀町

��
����� おき歯科医院 ��������・原

������ 松尾しげき歯科医院 ��������・町田
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まず､ [\]^��_`で外来診療を受けましょう｡
入院が必要な重症患者には､ ab]^��_`�cdef�
gcdM]^ hcd�を紹介する､ 搬送を行うなどの対応
をします｡ 生命にかかわる重篤な患者は､ ib]^��_`
���]j]^��klmn�へ搬送を行い､地域で救急医療
の完結を目指します｡

���������
◎opp+qr�s まずは､ かかりつけ医で受診しましょう｡

◎otu]^��klmns かかりつけ医が不在の時は､ 唐津救急医療センターで診療します｡
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�/�������～����� 農村環境改

善センター

�/�������～����� ひれふりランド

�/�������～����� 農村環境改

善センター

�/ � �����～����� ひれふりランド

�/ 	 �����～����� 双葉保育園

毎週月曜日～金曜日(祝日除く)

�����～����� 双葉保育園

※火曜日のみ�����～�����

毎週土曜日(祝日除く)

����～����� 双葉保育園
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近代図書館４階 ｢ブックル｣
�����������

�/�･�� �����～�	���

近代図書館３階ビデオルーム
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�/�･�･�･�
時間･会場など詳しくはお問い合わ
せください｡
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�/�･��
時間･会場など詳しくはお問い合わ
せください｡
｢同じ年齢の友達と遊ぼう｣ など
毎週 月･水･木･金曜日(祝日除く)

�����～ 青葉保育園
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��･��･�
･��
�/�･�･�･�
時間･会場など詳しくはお問い合わ
せください｡
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�/�������～����� 四季の丘公園
�/��･��･��

�����～����� 北波多第二
保育園

��,�-*+./0,123456
毎週月曜日～金曜日(祝日除く)

�����～�	��� 北波多第二
保育園
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���789:
�/�������～���	� 山本西隣保館
上記以外の毎週月･水･金曜日 (祝日
除く)

�����～�	��� 山本西隣保館
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�/��･�
･��

�����～����� 平原保育園

�/ �

�����～����� 平原保育園

毎週月曜日～金曜日(祝日除く)

�����～����� 平原保育園

毎週土曜日(祝日除く)

����～����� 平原保育園
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相知図書館 児童室
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なにを飲みたいか尋ねるときは､ ｢ (コップで水を) 飲む｣ と ｢疑問 (なに？)｣

を表す手話で表現します｡ 今回は､ ｢紅茶｣ と答えます｡
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・�月��日(火)
����～�����ひれふりランド(浜玉)

・�月��日(水)
�����～�����本庁第１会議室
�����～�����北波多老人憩の家

・�月��日(火)
����～�����厳木支所１階会議室
����～�����呼子公民館

�����～�����肥前支所102号会議室
・�月��日(木)

����～�����相知支所別館会議室
・�月��日(金)
�����～�����鎮西支所相談室

・�月 �日(水)
����～�����厳木支所１階会議室

・�月 �日(木)
����～�����七山公民館

・�月 �日(水)
�����～�����北波多老人憩の家

�������	
�����
�������

▼�������	
��
�月��日(水)､ �月�日(水)
�	���～�	���

▼����
毎週火曜日 ����～�����

※�月��日�のみ�
���～�����

の夜間もあります｡
▼������������	
��
毎週木曜日
����～�����

▼����� ���	
��
毎週水曜日
�����～�
���

▼!"���	
��
平日随時実施 ����～�
���

▼#$���	
��
�月��日(金) �	���～�����

▼%&'()*+,�	
��
�月��日(火) �����～�����

�������������
������� !"�#�
$#%���� !"�#�&'()�

・閉庁日を除く毎日

����～�
���本庁市民相談室

☆唐津市ホームページ

http://www.city.karatsu.lg.jp

内くらしのインデックス(�安心･安

全�の分類中�各種相談�の中の ｢消

費者トラブルにご注意ください!!｣)

に事例などを掲載しています｡ ご活

用ください｡

�*+,-��
���*+,-./01�

・�月 �日(月)

�����～�����本庁市民相談室

・�月��日(火)

�����～�����肥前支所101号会議室

・�月��日(月)

�����～�����本庁市民相談室

・�月��日(火)

�����～�����厳木支所１階会議室

・�月��日(金)

�����～�����呼子支所１階会議室

・�月��日(月)

�����～�����本庁市民相談室

・�月 �日(水)

�����～�����北波多公民館

・�月 �日(金)

�����～�����浜玉支所１階相談室

◎電話または窓口で､ 相談者の希望す

る時間帯を先着順に受け付けます｡

予約した時間の30分前には必ず来庁

してください｡

�
���-./�

0 1 相談希望日の前週の金曜日

(金曜日が祝日の場合は木曜日)

234 相談希望日の１週間前

�23��
���45��6789#45 !��

������������������
56��7 ��:;8<=;;�
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KLMNO�PQR��?<@;8;B8B>B>�

STH ��:;8<==>�

IJ��� UT4��:>8B=C@�

・�月��日(火)
����～�����ひれふりランド(浜玉)

・�月��日(水)
�����～�����本庁市民相談室

・�月��日(金)
�����～�����打上公民館(鎮西)

・�月��日(火)
����～�����呼子公民館

・�月 �日(水)
����～�����ひれふりランド(浜玉)
����～�����相知支所別館会議室

�����～�����本庁市民相談室
�����～�����北波多支所会議室
�����～�����肥前支所101号会議室
�����～�����呼子公民館
�����～�����厳木支所１階会議室
�����～�����鎮西支所会議室

・�月 �日(木)
����～�����七山公民館

�DE��
���DE7FGHI�789#45 !��

仕事､ 育児､ 家庭､ 健康などに関す
る相談に､ 臨床心理士が応じます｡ ひ
とりで悩まずに相談しましょう｡
・�月��日(木)
�	���～�����本庁市民相談室

※毎月第４木曜日開催 (祝日の場合は
第３木曜日)
※事前に予約が必要です｡

�JJK	��
�����4��./01�

・�月 �日(金)
�����～�����唐津上場商工会経営支援

センター(玄海事務所)
�	���～�����唐津東商工会本所

・�月��日(火)
�����～�����唐津商工会議所

※相談は無料です｡
※事前に申し込みが必要です｡

�LM��
���NOPQR�STU�

V W 5月11日� 午前の部 10�00～12�30
午後の部 13�00～15�00 ※受付は13�00～14�30

V X Y アバンセ４階 (佐賀市天神3�2�11)
��Z[ 1人20分程度
��\] 金銭､ 土地､ 建物､ 交通事故､ 架空請求､ 振込詐欺､ 相続､

夫婦・親子関係､ 成年後見など一切
� � ^ 佐賀県弁護士会弁護士､ 裁判所書記官､ 家庭裁判所調査官
※予約は不要です｡ (当日､ 先着順で受け付けます)
VWXY NOZ[\]^_`#�����?<@;8;>8>=A=�

NOPabcU��?<@;8;B8>B==�
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� � � 保育士国家試験を受験
する人

� � � 5月8日､ 5月22日､
6月5日､ 6月19日

� 	 
 佐賀県社会福祉士会館
� � � 15,000円

(別途テキスト代必要)
※１部科目のみ受講の人は､１科目
につき2,000円 (全８科目)
�  児童福祉､ 保育原理､

発達心理学・精神保健､
小児栄養､ 社会福祉､
養護原理・教育原理､
小児保健､ 保育実習の
筆記(音楽) ･ (造形) ･
(言語)

� � 100人程度
※申込方法など詳しくはお問い合
わせください｡

���������������
���� !"#$" %##&

�������������

���

' ( ) 肝臓の病気について
� * 5月28日�

10�00から
� 	 
 済生会唐津病院3階会議室
� � 20人
+ , � 無料

-.�/012��3#"#43 &

�� !"#$%&%���

56789
��3!"#:$3 ;<=3!"# !#>

� � � どなたでも参加できます

? @

○ ｢扁
へん

｣ ｢旁
つくり

｣ ｢冠
かんむり

｣ などのくずし

文字の見方

○郷土に残る古文書の解読

○その歴史的背景の解説

� * 5月10日�から

毎月第２・第４火曜日

10�30～12�00

� 	 
 近代図書館４階会議室

� � 20人(先着順)

A B 年間2,000円

(教材費・通信費など)

CDEF 5月7日�まで

CDG�

近代図書館まで電話かファック

スで郵便番号､ 住所､ 氏名､ 電

話番号をお知らせください｡

'()*+� ,)*-�./0

�1�23��4567��

' ( ) ｢東日本大震災がもたら
したもの､そして復興へ｣

? @ 特別講演 石原 進さん
(九州経済同友会代表委員)
ほか講演３題の予定

� * 5月19日� 9�30～12�30
� 	 
 ふるさと会館アルピノ
H I � 無料

JK�LMNOPQ��3!"�4%3&

89�:� ��7��

RSTU VSW XYXZ[
\%:3"�%$4]^_`abc:$d

�3!":4:% ;<=3:"�44�
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� � � どなたでも参加できます

� * 6月5日�

9�00～12�00

� 	 
 唐津市消防本部3階講堂

� � 30人 (先着順)

� � � 無料

�ijk 普通救命講習Ⅰ

�i?@

①応急手当の重要性

②基本的心肺そ生法・ＡＥＤの

使用法・異物除去法・止血法・

効果確認

CDEl 5月2日�～31日�

8�30～17�15

※土曜日・日曜日・祝日は除く

※郵送の場合は､ 5月31日�の消印

有効｡

CDG�

消防本部(３階)および消防署救

急係と各分署所に準備している

申込書で申し込んでください｡

(郵送またはファックス)

※申込書は消防本部のホームペー

ジからダウンロードもできます｡

��
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現在､ 離職している人を対象に､

これから就職を希望する職業に必

要な技能､ 技術の訓練を行います｡

����

���	 6月3日�まで


 � � 7月1日�

��� 6か月

��� 9�30～15�40

※機械加工技術科のみ訓練終了時

間の異なる日があります｡

� � � 無料(教科書代など別途

費用がかかります)

����� 最寄りの公共職業安定所

���� 雇用保険受給資格者お

よび求職者｡職業安定所または雇

用・能力開発機構佐賀センター

で相談のうえ応募してください｡

※毎月職業訓練説明会を実施して

います｡

�������	
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野外活動で自然を学び､ 遊びやゲームで観察力・集中力を身につけま
せんか？集まれば､ おもしろいことがいっぱいあります！
体験入隊もできます｡
8 9 : 小学１年生から６年生までの男女
; < � 年間10,000円～13,000円

(別途､ 初回のみ教材費8,000円程度が必要です)

���������	
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=>?@KABST UVWX/�JY40Y5L7
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� � ゲームや遊び､ 音楽､ パーティなどのイベントを､ 主に外国
語 (英語) を使ったプログラムを通じて､ 留学生と交流する
会員を募集します｡

8 9 : ①クラブ会員募集：小学５年生～中学３年生まで
②クラブサポーター募集：高校生以上の人
③クラブ実行委員募集：20歳以上の人

efgh 毎月１回､ 土曜日の午後の時間帯で２時間程度のプログラム
を予定

i.jk. ①佐賀大学・九州大学などの留学生 ②佐賀大学学生
l m 佐賀大学文化教育学部 教授 木原誠さん (英文学博士)

 a n 無料
� � � 無料
※イベントなどへの参加の場合､ 内容により参加費が必要な場合があ
ります｡

��o� pqras
市内小中学校で所定の申込用紙を配付します｡ ファックス
もしくはＥメールでお申し込みください｡
pqrtu.-.=pqre�vs
Ｅメールもしくは電話でお申し込みください｡

'()*+,-./012�3'()4+�,-5678&�	
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持ってくるもの

動きやすい服装・弁当・

水筒・雨具・筆記用具・

ルーペ・ゴミ袋など

花の観察会をしながらゆっくり登り､ 周辺のゴミ拾いや山頂の外来種
の駆除を行います｡
２コース設定しますので､ 体力に合わせて選んでください｡
� � 5月29日(日)
� � � 小城公園北側駐車場 (8�30集合)
; < � 無料
※雨天時は屋内で天山の花の紹介と学習を行います｡

テクニカルオペレーション科 18人

機械加工技術科 12人

金属加工科 18人

電気設備科 18人

住宅リフォーム技術科 18人

建築ＣＡＤ科 24人
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�	…市政関係者およびその親族に対する香典､ 供花などに係る経費

�…市政関係者の病気､ 災害などの見舞いに係る経費
�…記念行事､ 式典､ 祝賀会などに際してのお祝いに係る経費
��…各種大会､ 新聞などの特別企画などで公益性のあるものへの賛助
��…来客､ 市政関係者との懇談､ 土産､ 記念品などに係る経費
��…円滑な市政運営に資する会議､ 会合､ 研修会への参加に係る経費
����上記の区分に掲げるもの以外に係る経費
※ ｢その親族｣ とは､ 配偶者のほか同居の親族に限る｡

市交際費とは､ 円滑な行政運営を図るために､ 市長が市を代表して行
う外部との交際に要する経費です｡
今回は､ 平成23年１月～３月分を公表します｡

�������� �!"#$�%&'(

) * + ! ,- . /012 ) * + ! ,- . /012

弔 慰
今期分 14 150,000

接 遇
今期分 7 45,575

累 計 49 721,000 累 計 17 260,700

見 舞
今期分 0 0

会 費
今期分 16 79,000

累 計 0 0 累 計 54 270,000

御 祝
今期分 2 20,000

その他
今期分 0 0

累 計 6 60,000 累 計 4 19,380

賛 助
今期分 2 15,000

合 計
今期分 41 309,575

累 計 13 42,350 累 計 143 1,373,430

※ ｢今期分｣とは､ 平成23年1月～3月の合計額｡ ｢累計｣とは､平成22年4月からの合計額です｡

農地の賃借料設定の参考として､
平成22年２月から提供している賃
借料情報を更新しました｡
※詳しくは農業委員会事務局にお
問い合わせいただくか､ 市ホー
ムページをご覧ください｡
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& ' 5月25日�､6月15日�

午前５時ごろ～午前９時ごろ
※荒天時は翌日以降に順延｡
& ( ) 虹の松原・相賀・

七ツ釜・唐津ゴルフ場
*+,- エコワン３フロアブル
(主成分チアクロプリド)の20倍
希釈薬剤をヘリコプター２機に
より､１haあたり30リットル散
布します｡
./�0

①散布当日､ 虹の松原内の道路に
おいて午前5時から6時ごろまで
通行規制を実施します｡
②散布中は区域内に入らないよう
にしてください｡
③散布区域付近にお住まいの人は
散布中は洗濯物・食器類を戸外
に出さないようにしてください｡
④散布区域付近の屋外駐車はご遠
慮ください｡ 自動車の塗装面に
薬剤が付着した場合は､ 水で洗
い流してください｡
⑤万一薬剤が皮膚・衣服に付着し
た場合は､ 石けんなどでよく洗っ
てください｡

�������� !"#$
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光化学オキシダントとは､ 自動車の排ガスや工場などから排出された
ばい煙に含まれる物質が太陽の紫外線により化学反応を起こし生成され
る､ 有害な物質のことです｡ 光化学オキシダント濃度が高くなり､ 空が
白く ｢もや｣ がかかったような状態を ｢光化学スモッグ｣ と呼びます｡
光化学スモッグは､ 春から秋にかけて発生しやすくなり､ その健康被
害には ｢目がチカチカする｣ ｢のどが痛くてせきが出る｣ などの症状が
あります｡
光化学オキシダントの１時間値が0.12ppmを超えた場合に､ 県から

光化学オキシダント注意報が発令され､ テレビ､ ラジオ､ インターネッ
トや行政放送などを通じて呼びかけます｡

3456789:;<=>?@ABCDEFG�HIJKLMNBOP
①外出を控えてください｡
②屋外での激しい運動は避けてください｡
③外気が室内に入らないよう窓を閉めてください｡
④自動車の運転はできるだけ控えてください｡
⑤健康被害の症状が出たときは目や顔を洗い､ うがいをして室内で休息
し､ 症状が回復しないときは医師の診察を受けてください｡

健康被害にあった場合は､ 市役所 (環境対策課または各支所市民福祉
課) や唐津保健福祉事務所 (�73�4185) にご連絡ください｡

QKMR STUVW0�X��YZ�[2F\DR]%^"_`aW
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次の事業者を ｢唐津市水道事業指定給
水装置工事事業者｣ として追加指定しま
した｡

(有)田中建設[相知町大野]・(株)藤川土
建[北波多稗田]・(株)藤田工務店[鎮西
町赤木]・侑杏建設[西唐津]・岩本住設
[山田]・ライフサービス[山田]・(有)アー
クハウスふくち[佐賀市光]・(株)川内設
備工業[武雄市武雄町]

���� ���������������

-./�012345607892
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�����?@<ABCDE:�FG
��
567" 7月1日�～平成24年3月31日�

※営業期間は更新することができます｡
5689 図書館の開館日､ 開館時間に合わせた営業となるな

どの条件があります｡ 詳しくはお問い合わせくださ
い｡
※募集要項は近代図書館に準備しています｡

:;7< 5月20日�まで
���� =>?@�����&�A��
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収益金から東日本大震災被災地へ寄付します｡
� �
○新田親子による津軽三味線演奏
○竹本鳴子太夫による浄瑠璃 など

� � 5月30日� 昼の部 14�00開演
夜の部 18�30開演

� � � 唐津市民会館 大ホール
� 	 
 前売券2,500円

当日券3,000円
※全席自由席

������
唐津市民会館・市役所本庁1階売店・ふるさと会館
アルピノ・まいづるスリーナイン・まいづる本店・
わくわくはまたま・宮脇書店・みきや楽器店・ロー
ソンチケット(Ｌコード：87609)
���� ����� ����� !"#$%

����&�����

� � 5月30日�～6月2日�
8�30～17�00 ※最終日は15�00まで

� � � 市役所1階 玄関ホール
���� '()*�%+���&��	��

� � 6 月12日�
受付10�00 ､ スタート10�30

,-	� 蕨野棚田交流広場 (相知町平山上蕨野)
. / 400人 (先着順) ※要事前申し込み
0 1 
 小学生以上1,000円 (棚田米おにぎりなど付き)
2345 6 月7日�まで
���� 67�8�9:;</%+�
�&���
�

� �
①ゴタール会絵画展 ５月18日�～22日�
②和美会絵画展 ５月25日�～29日�
③唐津篆美会展(書道展) ６月２日�～５日�
=>?@ 10�00～18�00 ※各回とも最終日のみ17�00まで
� � � 近代図書館 美術ホール
� 	 
 無料
���� ABCD>����&�	���

�������	
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EFGHIJ K L ｢全部教えます！唐津焼の400年｣
� � 5月22日� 13�30～15�00
� � � 相知交流文化センター
M N 九州陶磁文化館館長 鈴田由紀夫さん
0 1 O 500円 (お茶､ お菓子代含む)
. / 40人 (先着順)
2345 5月13日�まで

�	
���������������

EFGHIJ K L 縄文遺跡から炭鉱王の館まで｡
唐津の文化､ 総ざらえ

� � 6月7日� 9�30～16�00
P K Q 旧唐津地域
M N 松浦史談会 山田 洋 さん
0 1 O 2,000円 (昼食､ 保険代含む)
. / 30人 (先着順)
2345 5月24日�まで
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� [ \ 住江 一郎
� � 5月29日(日)開場13�30､ 開演14�00
� � � 相知交流文化センター文化ホール ｢サライ｣
� 	 
 全席自由席

大人 1,000円､ こども(高校生以下) 500円
※当日券各200円増
※３歳未満のお子さまの入場はご遠慮ください｡

�	]��� 唐津市民会館・相知交流文化センター
���� ^_`a !bcdK����&�����

%K�LMN#$%�&
0OPQRS�T�UVW'��5

丹精込めて育てられた ｢さつ
き｣ 約40鉢が勢ぞろい｡
ぜひ､ ご覧ください｡

主催：唐津さつき会
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３月20日､ 本年４月から呼子小学校と統合となる加部島

小学校で在校児童､ 卒業生､ 元教職員などが出席し閉校式

が行われました｡

加部島小学校は､ 明治９年に姫島小学校として開校し､

地元住民や､ その他関係者の暖かい支援もあり､ 開校から

135年で約2,000人の子どもたちが卒業していきました｡ ま

た､ 読書活動優秀実践校として文部科学大臣表彰に輝き､

素晴らしい伝統と加部島の地域性を生かした教育環境をつ

くり上げてきました｡

式典終了後､ お別れの会が行われ､ 在校生のソーラン節

の踊りが披露され､ 出席者からは大きな拍手が沸きました｡
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新学期から湊小学校と統合する神集島小学校の

閉校式が３月27日行われ､ 地域の皆さんや学校関

係者のほか､ 同校の卒業生や､ かつて同校に勤務

した教職員など約250人が出席し､ 学校との別れを

惜しみました｡

式典では､ 最後の卒業生によるお別れの言葉や

校名板の返還などが行われたあと､ 出席者全員で

校歌を斉唱し､ 明治８年の開校以来地域に根ざし､

たくさんの子どもたちを育ててくれた小学校の135

年の歴史に幕が下ろされました｡
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３月27日､ 本山小学校の閉校式が行われ､ 大正

４年の開校から96年間の長い歴史に幕を閉じまし

た｡

来賓や卒業生など500人が参加して行われた式典

では､ 児童によるお別れの言葉の発表や､ 校長か

ら市長へ校名板の引き渡しが行われました｡

閉校式終了後のお別れ会では ｢本山小学校の現

在・過去・未来｣ と題した音読劇や､ 童謡 ｢ふる

さと｣ を参加者全員で合唱するなど､ 思い出深い

本山小学校との別れを惜しみました｡
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第33回七山文化祭が２月27日､ 七山公民館で開催されま

した｡
これは､ 日ごろのサークル活動などの成果の発表の場と

して毎年開催されています｡ 今年は､ より多くの人に観覧
してもらおうと､ 前日の夕方から会場が開放されました｡

来場者は､ 出品者から直接説明
を受けながら､ ゆっくり観覧し
ました｡また､各サークルや保育
園児､ 老人クラブの舞台発表や､
文化講演会なども開催され､ 多
数の来場者で終日賑

にぎ

わいました｡
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３月10日､ 浜玉町の玉島川でサケの稚魚の放流が行われ

ました｡
これは､ サケの人口ふ化に取り組む玉島川漁協が16年前

から続けている事業の一環です｡
当日は､ 玉島小学校の児童85人が

稚魚の入ったバケツを手に､ 成育を
願いながら約4,000匹を放流しました｡
稚魚は海に出て４年をかけて成魚

になり､ 産卵のために川に戻ってく
るそうです｡
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３月27日､ 名護屋城跡周辺で第10回さくらと陣跡ウォー

クが開催され､ 県内外から120人が参加しました｡
この日は､ 桜の花はまだ開花していませんでしたが､ ウォー
キングには絶好の天気で､ 参加者は博物館の学芸員による

説明に聞き入ったり､ 春を肌で
感じながら自分のペースで歩く
など様々にウォーキングを楽し
みました｡ 終了後には､ 魚のす
り身を麺状にした地元鍋 ｢魚う
どん｣ や､ 呈茶が振る舞われ､
参加者は大満足でした｡
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３月28日､ 北波多上水道統合整備事業の通水式が行われ

ました｡
これまで北波多地区では､ 水源である徳須恵川の流れが

緩やかで､ 水量も不安定だったため､ 安全・安心な水づく
りに苦慮していました｡
今回､ 北波多上水道の統合

(総事業費４億７千８百万円)
が完成し､ 唐津から安定した豊
富な水道水が届くようになり､
水不足の心配もなく､ 安心して
生活できるようになります｡
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相知町蕨野棚田で３月27日 ｢菜の花ハイクと屋台

村｣が開催され､市内外から約350人が参加しました｡
参加者は棚田を巡る約7キロのコースを､ 用意さ

れた竹の杖
つえ

を突きながら歩き､ 菜の花を背景に写真
撮影をしたり腰を下ろして談笑するなど､ ゆっくり
のんびりと散策を楽しんでいました｡
歩いた後は､ ふもとの交流広場に設けられた屋台

村で､ 棚田米のおにぎりが振る舞われ､ 場内では名
物料理や農産加工品などの販売のほか､ ミニコンサー
トも開催され大変好評でした｡
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３月28日､ 入野・納所保育所､ 星賀児童館で閉所

式・閉館式が行われ､ 保護者や関係者が出席する中､
最後の園児たちがお別れの歌を元気いっぱいに歌い
上げました｡ 入野保育所は38年間､ 納所保育所は37
年間､ 星賀児童館は44年間と永年にわたり地域に親
しまれてきましたが､ 近年の少子化と多様な保育ニー
ズに対応するため､ ４月からは認定こども園ひぜん
保育園・ひぜん幼稚園にその役割を託し､ その歴史
に幕を下ろしました｡
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