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���� 引っ越し予定日前まで

(引っ越しより前に届け出をしてください)

���	


�印鑑

�窓口に来た人の本人確認書類

�
	
���
�����������

�国民健康保険被保険者証 �高齢受給者証

�後期高齢者医療被保険者証

�介護保険被保険者証 �印鑑登録証

�乳幼児医療受給者証 �住民基本台帳カード

���� 引っ越した日から��日以内

(引っ越しより前には届け出ができません)

���	


�転出証明書(前住所地の市区町村発行のもの)

�印鑑 �年金手帳 (国民年金) �年金証書

�窓口に来た人の本人確認書類
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���	
 窓口に来た人の印鑑 (代理の場合

は､ 代理人の印鑑)

@ABCDE<=FGHIJE���K����J

L9�>MDNOPQ#RSTUV@AD
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WXDE���K����JL9�RST>MWXD

�@A�*B�CBDBE
F*�GH

YZ[\DE���K����J

L9�RST]^[\D

IJKLL	M�NO;�PQ

���	
 所有者(名義人)の印鑑､ 標識交付

証明書､ ナンバープレート

_^DE���K���	JL9�RST>MWXD

�������	
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�����RS

���	
 窓口に来た人の印鑑 (代理の場合

は､ 代理人の印鑑)､ 口座振替希望の人は通

帳と通帳の印鑑

@ABCDE<=FGHIJE���K����J

L9�>MDNOPQ#RSTUV@AD
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678�9�:��;<=>�?�345

WXDE���K����JL9�RST>MWXD

�@A�*B�CTDBE
F*�GH

YZ[\DE���K����J

L9�RST]^[\D

IJKLL	M�NO;�UV

���	
 所有者(名義人)の印鑑､ 登録する

バイクなどのメーカー名､ 車台番号､ 排気量

_^DE���K���	JL9�RST>MWXD

転入･転出の届け出は､ 市民課または各支所市民福祉課､ 出張所で

受け付けています｡ 同時に必要な手続きもご確認ください｡
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���� 引っ越した日から��日以内

(引っ越しより前には届け出ができません)

�	
��

�印鑑

�窓口に来た人の本人確認書類

�����������

�国民健康保険被保険者証 �高齢受給者証

�後期高齢者医療被保険者証

�介護保険被保険者証 �住民基本台帳カード

�������	
�������

����������

�	
�� 窓口に来た人の印鑑 (代理の場合

は､ 代理人の印鑑)
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市民の皆さんの個人情報を保護し､

第三者による虚偽､ その他不正な手段

による請求を防ぐため､ 窓口に来た人

の本人確認を行っています｡ 本人と確

認できないときや請求理由が不十分な

ときは､ 手続きができない場合があり

ます｡
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住所異動 (転入･転出など)の届け出や印鑑登録の申請は､受け付けできません｡
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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､ 
������	�����
���������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､ �������	
������������へ搬送を行い､地域で救急医療の完
結を目指します｡
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=��(>�?@ABCDEFGHIJ&K0
+,:LMN-O@PCQ0+,7(RSTUVWXYZ@PCQ0
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���� ������ �������� 大名小路

����� �	���� �������� 材木町

����� 	
���� �������� 南城内

������������� ��	�	��� 浜玉町浜崎

����� ������ �	������ 北波多徳須恵
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�� 町田�丁目

���� ������ �������� 西唐津�丁目
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鳥栖出身の洋画家 杉本好守の油彩
画��点を一堂に展示します｡

� � �月��日(火)～�月�日(火)
�����～����� 入場�����まで

��� 近代図書館 美術ホール
��� 月曜日､ �月	�日(火･祝)
	
� 無料
��� ���������������

�������	
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�������������� �!"#$%&'

文化的な子どもの遊び場づくり､ 親子の絆
きずな

づくりを
支援します｡
�����

�ブラックシアター ｢花さき山｣ のお話

�野鳥のはなし 講師 橋
はし

本
もと

徹
とおる

さん
�コンサート アルモニア管弦楽団四重奏
� � �月��日(土) 
���～�	���
��� 唐津市民交流プラザ 多目的ホール

(大手口センタービル�階)
� � ���人 ��� 無料
 !"#$%&'(
)*+,-./012������	�	��
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	BCDEFCGHIJKIGLCMFNDOIGPODQRIMCOSGCMFT�

��� 345�����
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旧唐津銀行は､ 明治��年 (�
�	年)�月に竣
しゅん

工
こう

した

�
れん

瓦
が

造
づくり

､ 地下�階､ 地上	階の洋風建築物です｡ 設計は
田中実で､ 監修は辰野金吾です｡ 辰野は唐津出身の建築
家で､ 日本銀行本店､ 東京駅などの近代日本を代表する
数多くの建造物を設計しました｡

678	
��9

－留学生と外国語で会話を楽しみませんか？－

:;< ｢諸外国のお国事情を突撃リポート｣

=>? ��歳以上の人 (語学の能力程度は問いません)

� � �月��日(土) �����～�����

��� 唐津市民交流プラザ 会議室�･	

(大手口センタービル�階)

��� 無料 �� 	�人 (先着順)

��@AB 九州大学の留学生�人が参加予定

※会の終了後に交流会 (会費制) も予定しています｡

ぜひご参加ください｡

 !CD 氏名､住所､電話番号､

年齢､ 性別を明記のうえ､

ファックスまたはＥメールで

お申し込みください｡

 !"#$%&'(

EFGHAIJKLMNO;
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�����～､ �����～の	回

唐津の歴史的価値が高い建築遺産を巡るツアーです｡

マイクロバスで移動します｡

cA
d 旧唐津銀行､旧高取邸､歴史民俗資料館､ほか

��� �人���円 (施設入館料､ 資料として)

� � 各	�人

 !CD 電話でお申し込みください｡

 !ef �月	�日(金) まで

 !g h)*ij�����	�	��k345�����
	���

旧唐津銀行は今年�月に創建���周年を迎えます！
これを記念してスペシャルイベントを開催します｡

�������	
h)l�mnlopq
�����～		��� �階エントランスホール
rstuNv;w
�����～	���� �階多目的ホール
出演 藤

とう

山
やま

E.T.英一郎クインテット､ Asa festoon

���
���	
xyz{
�����～����� �階多目的ホール
:;< ｢旧唐津銀行が遺

のこ

したもの､ ���年先へ
の贈り物｣

z | 藤
ふじ

森
もり

照
てる

信
のぶ

さん (建築家､ 工学院大学教授､
東京大学名誉教授)

� � ��人 (事前予約制､ 先着順)
��� ���円
※旧唐津銀行絵はがきセット (限定・非売品) を
プレゼントします｡
 !CD 電話または氏名､ 電話番号を明記のうえ
Ｅメールでお申し込みください｡
 !g %�%�)*�}�����������

\];Z ������������	
���
�
�������


h)~��
�����～����� �階エントランスホール
]��; オリジナルの���祭スウィーツやパン､

ドリンクなど
���uNv;w

�����～�����､�����～����� �階多目的ホール
出演 唐津出身のシンガーソングライター松本かつひろ

兄妹デュオbaobab
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� � �月��日(日) 開場����� 開演�����

��� コンクール (村田英雄部門､ 一般部門)

��� 歌謡ショー (ゲスト山口ひろみ､大川龍昇
りゅうしょう

)

��� 唐津市民会館

�	
 前売り�,���円 当日�,���円

����������

����������� !�"#$%&'(�

����)�����

��������	


�*��+�,�
����� ｢ハッピーエンド｣
����� ｢手のひらのしあわせ｣
�����若手の実力派俳優､ 河

か

合
わい

龍
りゅう

之
の

介
すけ

､ 菜
な

葉
は

菜
な

に
よるトークライブ

�*��+�+�
����� ｢ブルーシンフォニー｣
����� ｢グラン ブルー｣
�����ジャックマイヨールの素顔を知る唐津の人々と

ブルーシンフォニー制作者らによるトークライブ
��� 唐津市民交流プラザ 多目的ホール

(大手口センタービル�階)
�	
 無料 (当日先着���人)
※当日託児が必要な人は､ 唐津市子育て支援情報セン
ター (������		) にご連絡ください｡
-./0 �������1�����)�����

���������
�������������� !�
"#$%&'()*�+",-�.//

� � �月��日(日)


���～�����

��� 唐津市高島 23���人

45
 大人 �,���円

小学生 �,���円

6.78������ 9:;<=!����)	��
�

���ABCD�EF�G HIJKLMN

高島山の山頂まで
大自然の中をウォー
キングしたり塩

しお

屋
や

神
社､ 宝

ほう

当
とう

神社を参拝
したりします｡
好評の｢不景気ぶっ
飛ばし大会｣ も開催
します！

｢旧唐津街道ジャーニーラン･ウォーク｣ では､ �月

から��月まで､ 唐津から北九州市大
だい

里
り

宿
しゅく

までの唐津

街道(約���キロ)を
区間に分けて ｢歩く唐津街道

の旅����｣ を実施します｡

今回は､ 出発地点の唐津から糸島市二丈町鹿家まで

約��キロを歩きます｡

� � �月��日(日) 唐津神社集合
��� ※小雨決行

>?@ 唐津神社～札
ふだ

の辻
つじ

～県
けん

境
ざかい

包
つつみ

石
いし

～JR鹿
しか

家
か

駅(解散)

※歩きやすい服装でご参加ください｡

※昼食や飲み物は各自準備してください｡

67AB �月��日(日)まで 45
 無料

6.78C�����

D/��EFGH�������
�)���
)�	���

OP��QR�S���� HIJKLMN

�������	
��
麩でできたケーキを投げて
不景気をぶっ飛ばします！

棚田一面の黄色

い菜の花ジュウタ

ンのなかをハイキ

ングしませんか？

棚田を巡る約�㎞

を歩きます｡

ゴールの交流広

場には､ �日限定

で屋台村を開設します｡ 食事代は自己負担です｡

� � �月��日(土) 受付����� スタート�����

L�	! 蕨野棚田交流広場 (相知町平山上蕨野)

45M 小学生以上�,���円 (棚田米おにぎりなど付き)

2 3 ���人(先着順) 67AB �月��日(金)まで

6.78������

N#�OGPQRS3���� !TUVW ���)�����

TUVW
X<Y

Z
�

�[�\]�^_)�3`a�b
HIJKLMN

cde<f��g�h�i

大手口センタービル南側の大手口広場を歩行者天国

にして ｢スウィーツマルシェ｣を開催します！

唐津の絶品おやつ (ケーキ､パン､和菓子､クレープな

ど) が大集合｡ ホットドックや人気カフェのコーヒーな

どもありますので､甘い物が苦手な人も十分楽しめます｡

イス､ テーブルをご用意しますのでその場で飲食も

可能です｡

� � �月�	日(日) �����～�����

��� 大手口広場 (天候によりアーケード内などに

変更する可能性があります)

-./0
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�/�･�･��･��･��･��
�	
����� (祝日除く)
�毎週月･水･木･金曜日

�����～�����

�毎週火曜日 �����～�����

�毎週土曜日 ����～�����

�����

��������������

�	��

�����������
�

�/�･��･��･�	･��

�	���～�	���

近代図書館�階 ｢ブックル｣

���������
�

�/�･�� �	���～�
���

近代図書館�階ビデオルーム

��	
�

�	����������

����� !
�/�･��･��･�
･�	
"#$%&�'()*+,-	 
毎週 月･水･木･金曜日
(祝日除く) �����～

�����


�������������

�./.�01
毎週火･水･金､ 第�･第�土曜日

����～�����
※�/��(水)･��(金)はお休みします

����

�����������	��

2���
��

���3�4��������
�

�/�･�� �	���～�	���

相知図書館 児童室

��	
�

�����������
	�

���
��

����567

�/�･��･�� �����～
��89:01;<=8>?@ABC

毎週月曜～金曜日 (祝日除く)
�����～�
���

��������

������������
�

������ �	
���

� � � � � � � � � � � � � � � � �

�
�

�����������������

�
�

������������������������			

��������� �
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�./0123�!"
#$�#�4%56
789*:;#%<
==>?@A+,-

��	D+EF

(場所�山本西隣保館)

毎週月･水･金曜日 (祝日除く)

�����～�
���

GHI?	J	!KL	IM�N�,O

�/� �����～���
�

�����

BC������
��

�	
����� (祝日除く)
��/�･�	･��･�� 	/�
�毎週月曜～金曜日

�����～�����

�毎週土曜日 ����～�����

�����

���DE��������	

�?F?F01
�/
･��･��･��･��

�����～�
���

���������� !�"#

����B���
�����

�PQ�RS>*+,�
GTN8UVWO
�/�	 �����～

$%&'�

FGH���������

�XFY
01

毎週月曜～金曜日 (祝日除く)
�����～�
���

()*+,�-./���0&'�

I>�JK���
�����

�	ZY
01
(場所�大久保コミュニティセンター)
毎週火･水･金曜日 (祝日除く)

�����～�
���

123���

LF�MNO�����

�	

�9W[N567

�毎週月曜～金曜日
※�/�(木)･��(金)はお休み
します

�第�･第�土曜日 �/��･��

45������� !�"#

��P�����
���
	��
��

��������

����\]"^
^
-;@ABC

�/�･
･�･�･�	･��
����～�	���

()*+,�67189:���

�GH���������

��	

�
��	
｢汽車｣ ｢場所｣ を表す手話を組み合わせ
て表現します｡

｢バス｣ ｢停留所｣ を表す手話を組み合わ
せて表現します｡
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�������	
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�
�

�日
(火)

�����～�����
肥前支所���号会議室

��日
(火)

����～�����
ひれふりランド(浜玉)
厳木支所�階会議室

��日
(水)

�����～�����
北波多老人憩の家

��日
(木)

����～�����
相知支所別館会議室

�	日
(月)

����～�����
呼子公民館

��日
(木)

�����～�����
鎮西支所相談室

�
日
(水)

�����～�����
本庁�階第�会議室

�
�

��日
(火)

����～�����
ひれふりランド(浜玉)

�	
�������

�月�日(水) �����～�����

����

毎週火曜日 ����～�����

※�月��日(火･祝)はお休みします｡
����������������

毎週木曜日 ����～�����

� !"#$������

毎月第�～第�水曜日
�����～�����

%&������

平日随時実施 ����～�����

'(������

�月��日(金) �����～�����

)*+,-./0�����

※毎月第�火曜日に実施していますが､
�月は祝日のためお休みします｡

������������
12!"#$3�4��������	�
546789:

�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��分前には必ず来
庁してください｡

�相談内容によっては､ お受けできな
い場合もあります｡

�����;<=�
> ? 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)
@A4 相談希望日の�週間前

����
BC�D����������
EFG@A4BC#$�

�
�

�日
(火)

�����～�����
肥前支所���号会議室

��日
(月)

�����～��:��
本庁市民相談室

��日
(火)

�����～�����
厳木支所�階会議室

��日
(金)

�����～�����
七山支所�階相談室

�	日
(月)

�����～�����
本庁市民相談室

��日
(月)

�����～�����
本庁市民相談室

�
�

�日
(金)

�����～�����
浜玉支所�階相談室

�日
(月)

�����～�����
本庁市民相談室

����
HIJKLMN���������	�
EFG@A4BC#$�

�
�

�日
(水)

�����～�����
本庁市民相談室

��日
(火)

����～�����
ひれふりランド(浜玉)

�	日
(月)

����～�����
呼子公民館

�
�

�日
(水)

����～�����
相知支所別館会議室

�����～�����
本庁市民相談室

��日
(火)

����～�����
ひれふりランド(浜玉)

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｡
�月��日(木) �����～�����

本庁市民相談室
※事前に予約が必要です｡

������
12B!"OPQR���	�	�
��

�相談は無料です｡ 事前に申し込みが
必要です｡

� ��
STUVW!XYZ����	����������

�
�

�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

��日
(火)

�����～�����
唐津商工会議所

閉庁日を除く毎日 	���～�����

本庁女性・児童相談室(福祉事務所内)

��月�日(木) �����～�����は
県からの相談員も相談に応じます｡

�随時相談可能です｡ 電話での予約も
受け付けます｡

!"#$��
#$� [\J]^�D��	�������

�月��日(火) �����～�����

県唐津総合庁舎中会議室 (二タ子)

%&��
STU_W`a�����	���	������

�閉庁日を除く毎日 	���～�����

本庁市民相談室

�土･日･祝日 ����～�����

STUbcdeOPQR

����	����������

'()*��
bcdeOPQR����������

�月 �日(金) �����～�����

市役所本庁�階 第�会議室

+,-./0�1�+,-�����
STU%fghijYZ����	���������� ��
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��
��������� �����������

｢笑い｣ のちからを活用した身近
な人とのコミュニケーションを通
し､ 誰もがいきいきと輝き､ 幸せ
を感じることができる男女共同参
画社会を､ 地域に広げていくこと
について楽しく考える講座です｡
(受講料無料)
��� どなたでも受講できます
� � �月��日(土)

�����～�����
��� 高齢者ふれあい会館りふれ

ホール
� � NPO法人博多笑い塾理事長

小
お

ノ
の

上
うえ

マン太朗 さん
� � ���人
� !" �月��日(木)まで
※当日は同じ会場で､ 男女共同参
画ネットワーク�レゾナ�主宰の
｢一言メッセージ表彰式｣ も行わ
れます｡ �����～�����

,-./0(1'(2*+

#$	%&'()*+,-./
�0123 ���������

��� 市内在住の��歳以上の人
�4!5 �月から�年間
��� 高齢者ふれあい会館りふれ
� 67 唐津市老人クラブ連合
会事務局に準備している申込書
でお申し込みください｡
� !" �月��日(金)まで

89:;<=
保育士(��人程度)
保育士証を有する人､ または�
月��日までに取得見込みの人
(要学校長などの証明)
看護師(若干名)
看護師免許を有する人(准看護師
免許は除きます)
調理員(若干名)
調理師または栄養士の免許を有
する人､ または�月��日までに
取得見込みの人(要学校長などの
証明)
>?!5 �月�日～平成	�年�
月��日(希望により継続あり)
@.A 唐津市社会福祉協議会が
運営する保育園
@.B5 
���～�����(早出･
居残りあり)
� !" �月��日(土)まで
期限後も随時受け付けます

34��56789&�:;
<=�>?@ABCD*+

#$	C,DE�F, GHDE
�0123 �������	�

EFG,HIJK0K2*+

IJKLM
��������� �������
���

��� どなたでも参加できます
3 N

�｢偏
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
� � 毎月第	･第�火曜日

初日は�月��日(火)
�����～�	���

��� 近代図書館�階会議室
� � 	�人(先着順)
O�P 年間	,���円

(教材費･通信費など)
� !" �月�日(木)まで
※近代図書館に電話かファックス
で郵便番号･住所･氏名･電話番号
をお知らせください｡

L9���MN�O
PQ(1RS�
TUVWX
YZ[\]^

Q	RSTUVWXYZ[
������
�
�

この講師のこの講座を習いたい｡
あの講師のあの話を聴きたいなど､
ご希望をお寄せください｡
��人以上のお申し込みがあれば
実施します｡
��� 市内に在住､ または勤務
している人
� !" �月��日(土)まで

※日曜日は除きます｡
� 67 都市コミュニティセン
ター窓口または電話でお申し込
みください｡

78_`abc,debfg
hijk�il0 '(2*+

� � �/�･��･	�･	

�����～�����

※�/��の食事療法のみ�����～�	���
講義後､ 希望者は実食できます
(�食���円)

��� 唐津赤十字病院
O�P 無料

#$\]^_ �̀����
����
m2�78bc,nofg0
'(2*+

V[a 骨粗鬆症について
� � �月	�日(土)

�����～�����
��� 済生会唐津病院�階会議室
� � 	�人 �bP 無料
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�������	
���は

平成��年�月に刀町の大手口広場

にオープンしました｡

大学のもつ知識や人材を積極的

に活用して､ 唐津市の地域資源を

新たに発見し､ まちの活力を創出

することを目的として､ 地域の産

業支援や生涯学習活動､ まちづく

り活動などへさまざまな支援を行っ

てきました｡

当センターが､ これまで取り組

んできた事業のパネル展示と成果

報告会を行います｡ (参加料無料)

� ! どなたでも参加できます

" # �月��日(火･祝)

�活動パネル展示 �����～�����

�報告会 �����～�����

"$% 唐津商工会館	階

	��･	��号室

& ' 報告会は���人(先着順)

()*+ 氏名および連絡先を明

記のうえ､ からつ大学交流連携

センターに､ はがき､ Ｅメール

またはファックスでお申し込み

ください｡

$%&'()*+,

./23	4
��5������	�	��
��������� 678��	�

" #

9: �月～�月の
毎週水曜日�����～�����

毎週土曜日�����～�	���

;<=> �月～平成�	年�月の
毎週土曜日�����～�	���

"$% 唐津市文化体育館弓道場
?@A �人�,���円
(�か月分､ 道具使用料含む)
& ' ��人程度
()BC �月�
日(水)まで
()*+ 住所･氏名･年齢･職業･
電話番号を明記し､ はがきまた
はファックスでお申し込みくだ
さい｡

-���./0123��
456789:;��<
=>? �*+,
DEFG��HIJ
�����	�
�������
./KLMNOP	QRHIJ
�01S	T ����	
���

?@BU �月～平成��年�月の
�年間(年間��日)
"$% 高齢者ふれあい会館りふれ
VWXY 県内在住で､ おおむね
��歳以上､ 学習に熱意があり､
卒業後は地域のリーダーとして
活動できる人
Z[A 入学金��,���円
受講料･教材費�	,���円(年額)
※�	歳以上の人は��,���円減額
& ' 	�人(定員超過時は抽せん)
()BC �月�	日(木)まで
\�]8^_` 高齢者支援課､
各支所市民福祉課､ 公民館､ 唐
津市老人クラブ連合会事務局に
準備しています
()a ゆめさが大学唐津校事務
局(りふれ２階)

=>.LMNOPQ.LRS3�T��UVWXYZ["��

./fgHIh���	������

ijklmnoUp

火曜日～木曜日
���～�����､
月曜日�����～�
���､ 第�土曜
����～�	���

()*+ 相談希望日の�か月前
から電話または､ 唐津年金事務

所年金相談窓口で受け付けま
す｡
qr?soU 平日
���～�����

※予約申し込み時に基礎年金番
号､ 相談内容などを確認しま
す｡

�\�\]^_`;abcd
e�f&' ()*+,

./Ktuv�wxR�yz{tu
v�w���8 ��
��
���

� ! 初心者 (マイボール所持
者は除きます)
" #

①�/��～�/��の毎週水曜日
�	���～�����

②�/�	～�/��の毎週木曜日
�����～�����

③�/��～�/��の毎週金曜日
�����～�����

"$% ファズボウリングセンター
?@A 無料 (ゲーム代･シューズ
代ともに)
& ' 各コース��人(先着順)
()BC �月��日(火)まで
※ファズボウリングセンターに電
話でお申し込みください｡

毎年�月�日～��月�
日に開設
していた ｢ぼたん園・�薬園｣ の
開設期間を�月�日～	月��日に
変更します｡ 芝生広場や子供の森
などの無料区域は､ �年を通して
開放しています｡
|}oU

����～�����

\}A

大人(高校生以上) 	��円
子ども(小･中学生)���円

��������������
�	
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����� ����	�
� ��

�月��日､ 唐津市ふるさと会館アルピノで 『みん
なの科学広場in唐津����』 が開かれました｡
地元唐津の高校生をはじめ､ 福岡や佐賀市の学生

が､ 日ごろ取り組んでいる実験結果などを披露して
いました｡
段ボールの中にドライアイスを入れて､ 叩

たた

くと煙
が飛び出す ｢空気砲｣ や�月��日の金環日食に向け
た ｢太陽めがね｣ づくりなどがあり､ 科学好きの子
どもたちで賑

にぎ

わっていました｡

����������������������������				
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������������

麗水博は､｢海洋｣と｢沿岸｣をテーマ
にした海洋万博です！
今回は､ 万博のメイン空間���

�	


��
�

を紹介します！

�����は巨大な海上の舞台！
ここでは､華やかなショーが繰り広げ
られます｡
�����������
(夜を光と映像で彩るショー)

������(海･浜辺･船舶を使った
海上パフォーマンス)

������

����������� 
(国内外の海上公演)

�����

身近なまちの話題などを取材して､ ホームペー

ジや市報からつに記事を寄稿する ｢市民リポーター｣

を募集します｡

��� 市内に住んでいる��歳以上の人

���� 身近なまちの話題や情報などの提供・

記事作成

���� �月～平成��年�月

���� ��人程度

��������������� ������������������������������
���� 広報公聴課で配付または市ホームペー

ジに掲載している募集要項を必ず確認し､ 応募

してください｡

��� �月��日(金)まで
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U&J&RJ ����P�����
!#&' VWX�Y�Z5[\�]^_
!(#)*+,�
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-./01 �23���������	

Ｊ�に昇格したサガントスをみんなで応援しよう！
��� �������	�����
���

456 ベストアメニティスタジアム(鳥栖市)
78
9 セレッソ大阪

その他の試合日程は､ サガントス公式サイトで確認できます｡
�����������	
�
��	����������
�����
���

※����年J�公式戦ホームゲーム全��試合とヤマザキナビス
コカップ予選がセットになったお得な年間パス(����ドリー
ムパスポート)好評販売中！
※サガントスファンクラブ会員募集中！
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N�O�bc�def	 �LM �L

N�ghijk�lm	 �LM 
L

N�ghijk�lm	 �LM��L

nNoplqK�rs	 �	LM��L

lmtu ��LM��L

vwtu ��LM��L

N�ghlx�yz	 ��LM��L

N�ghlx�yz	 ��LM��L
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中国香港の旧正月を祝うナイトパレードに�番

曳山・魚屋町の ｢鯛｣ が参加しました｡

会場では約��万人の観客が見守るなか､法被姿

の曳
ひき

子
こ

とともに登場し､頭やひれを動かしながら､

ビルの立ち並ぶ繁華街を約�㎞練り歩きました｡

迫力あるパレードに沿道から歓声が聞こえ､ 曳

子が握手を求められる場面もあり､ 市民や観光客

の皆さんと交流を深めることができました｡

パレードの翌日には､ 佐賀県主催の ｢佐賀デー｣

が開催され､ 唐津市をはじめ県内の物産や観光地

のＰＲが行われました｡ 会場では､ 唐津くんちの

ミニ采配や鉢巻きが配られたほか､ 鯛曳山をバッ

クに曳子との記念撮影も行われ､ 多数の来場者で

�������	
�����������

名護屋城跡の一角にある茶
ちゃ

苑
えん

｢海
かい

月
げつ

｣ で毎年恒例の ｢初釜茶

会｣ が開催されました｡

この茶会は､ 顔が隠れるほど大きな唐津焼きの茶
ちゃ

碗
わん

で抹茶を

飲むという､ 大変珍しいものです｡

来苑者は大きな茶碗にびっくりした様子で､ 隣の人に支えて

もらいながら､ 数名でいつもの何倍もの量の抹茶を飲み干して

いました｡

いつもの茶会とは違った和やかな雰囲気の中で､ 笑いのある

茶会となりました｡ (�月�日開催)

�������������� �

第��回東西松浦駅伝大会が､ 有田町・伊万里
市・唐津市を駆け抜ける�区間��.�㎞のコース
で開催されました｡
七山体協チームは､ ベテランから新人まで粘り

強く安定した走りをみせ､ 前回大会の�位を上回
る堂々の	位となり��年ぶりの入賞を果たしま
した｡
沿道では力走する選手に対し､ 七山から駆けつ

けた多数の応援者から声援が飛び交っていました｡
(�月��日開催)

賑
にぎ

わいました｡

(�月�
日ナイトパレード､�月�	日佐賀デー開催)

�� ����

  .  
 .  



�����������	
��

肥前文化会館ハーモニーで唐津市成人式 (肥前会場) が

開催され､ 新成人��人が参加しました｡

式典では､ 新成人を代表して､ 山
やま

下
した

壽
とし

紀
のり

さんと青
あお

木
き

智
とも

美
み

さんが二十歳の決意を述べ､草
くさ

場
ば

理
り

沙
さ

さん＝写真＝が感謝の言葉を述べま

した｡ 中学校の恩師からは､ 心のこ

もった言葉が贈られ､ 切
きり

木
ご

小学校児

童からは ｢ぶちあわせ太鼓｣ が披露

されました｡ (�月�日開催)
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呼子公民館で唐津市成人式 (呼子会場)が開催され､ 新成

人��人が大人の仲間入りをしました｡

新成人を代表して中
なか

山
やま

心
しん

さんと

中
なか

島
しま

歩
あゆみ

さんが､今後の抱負や両親へ

の感謝の思いなどを発表しました｡

また､ 中学時代の思い出の写真

を編集したスライドが映し出され

ると､ 会場は笑顔につつまれまし

た｡ (�月�日開催)
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北波多志気の子どもたちがもぐら打ちを行いました｡ 毎

年�月��日に行われる風習で､ 昨年中に結婚した人のいる

家で行われます｡

歌い継がれてきた ｢もぐら

打ちの歌｣ を歌い､ 各々が作っ

たもぐら打ち棒で家の周囲を

打って回りました｡

(�月��日開催)

������ !"�#$%&'(
唐津市厳木町公民館研究大会が､ 厳木コミュニティセン

ターで開催されました｡
この大会は､ 地域の連帯感や郷土愛の醸成を目指して毎

年行われており､ 今年で��回目を迎えました｡
事例発表では､浪

なみ

瀬
せ

分館の活
動や ｢厳木のスローライフ｣ と
題し､厳木分館の活動が報告さ
れました｡ また､ 佐賀市の嘉瀬
公民館長による講演会も行わ
れ､参加者は興味深く聞き入っ
ていました｡ (１月��日開催)
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浜玉町浜崎の諏

す

訪
わ

通りにある ｢わくわくはまたま｣
で ｢わくわく朝市｣ が開催されました｡
これは､ 地域の活性化や地域住民の交流を目指し

て､ 地域づくり団体の一つである ｢わくわくはまた
ま｣ が企画したものです｡
当日は､ 店頭に並べられた地元の新鮮な野菜や卵､
パンなどを目当てに多くの人が訪れ､ 売り切れ続出
の大盛況となりました｡
朝市は､ 今後も不定期に行われる予定です｡

(�月��日開催)

�56�789:�56;<=>?�
唐津市相知消防団の ｢瓦落し競技大会｣ が､ 相知

中学校グラウンドで開催されました｡
この相知消防団伝統の放水競技 ｢瓦落し｣ は､ 大

正時代に始まり､ 現在の消防団組織になってから､
今年で第��回目を数えます｡
競技は､ 各部対抗で､ ラッパ吹奏とともに一斉に

約�	メートル先の水利まで走って行き､ホース�本
を延長､ 
ｍの高さにつるした瓦を落とすまでの各
操作の適確さと速さを競うものです｡
各部とも一致団結して真剣に取り組む放水競技に､
見学に訪れた多くの住民から盛んな声援が送られま
した｡ (�月�日開催)
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