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�現在のコミュニティセンターは､ 多くの人
が集まってさまざまなイベントを行うにし
ては手狭に感じることが多いので､ 移転し
て新設できないだろうか｡

�少子高齢化が進む中､ 老人と子どもが触れ
あえるようなものができればよいのだが｡
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�厳木工業団地に�日でも早く企業を誘致し
て､ 雇用が生まれるように努力してほしい｡

�現在､ 天
あま

川
がわ

からの乗合タクシーが旧本
もと

山
やま

保
育園の跡地まで運行しているが､ 高

たか

倉
くら

区内
まで延長できないのだろうか｡
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カラー刷りのわかりやすい資料を各戸配布
するなど､ 避難計画の住民への周知徹底を図
るべき｡
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�観光客は､ 平成��年度は鷹島肥前大橋開通
の影響で増加したが､ 他の年度は減少傾向
にある｡

�茶
ちゃ

苑
えん

｢海
かい

月
げつ

｣ の利用増になる方策はないか｡
�利用促進について指定管理者と話し合いを
する｡
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�呼子地区住宅整備事業に伴う跡地利用およ
び建設予定地の用地取得はどうなっている
か｡

�加
か

倉
くら

線道路改良の整備計画はどうなってい
るか｡

�合併浄化槽の設置状況はどうなっているか｡
�防災無線の改修は必要だ｡
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銃での捕獲ができないか｡
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年度内に新たな通学路となる路線について､
安全を確保するための要望を取りまとめ､ 関
係部局と協議をする｡
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��月��日から��月��日にかけて平成��年度 ｢第�回地域審議会｣ を開催しました｡
各地域内の状況などについて､ 各委員から活発な意見や提案がなされました｡

���������������������			������


������������

����� ��	
�����������������

�����

�������� !"#$%

&'()*+����

情報伝達網や道路網の遮断など最悪の場合
を想定した計画の策定をお願いしたい｡
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�年間を通した観光客の集客や地域のにぎわ
いづくりのため､ 地産地消型再生可能エネ
ルギーの活用として水車などによる小水力
発電を利用した観音の滝周辺の整備をお願
いしたい｡

�七山の地域資源である森林空間を活用した
｢フォレストアドベンチャー (冒険の森)｣
などの整備促進をお願いしたい｡
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今後の呼子の産業活性化を図る
ためにも､ 地域資源や文化を活

い

かした地場産
業振興策も必要なので､ 事業に対するさらな
る支援をお願いしたい｡
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交通事故防止および地元住民の安全・安心
のため､ 横断歩道および信号機設置の早期実
現に向け､ 関係機関と協議をお願いしたい｡
�o�p�b�����

今後さらに利用しやすいよう､周囲の意見を
聞きながらよりよい施設にしていただきたい｡
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�原発から��キロ圏外であっても町内全域を
避難区域にすべきではないのか｡

�防災行政無線のみでは伝達が聞こえにくい
場所もある｡

�マイカーでの避難の場合､ 渋滞は大丈夫か｡
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�利用者数に対して経費がかかりすぎている｡
�利用時間を短縮すべき｡
�デイサービスのみに限定しても良いのでは
ないか｡
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�有志を募って市と協働しながら､ 窯元めぐ
りマップの作成や商店街を巻き込んだ新た
なイベントを検討してみたい｡

�ひきやま公園に常駐している車が多いので､
管理を徹底してほしい｡
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唐津市民交流プラザ､ 市役所入居
予定事務所､ テナントなどを見学し､ 概要の
確認を行った｡
GHIJKLMN?�@AD0EF

�オフサイトセンター施設について玄海原子力
保安検査官事務所から概要の説明を受けた｡

�緊急時の電話会議システムや緊急時迅速放
射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)
の特徴や機能について説明を受けた｡

�立派な施設・設備なので､ 地域住民に広く
周知してほしい｡
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住民に周知を図ってほしい｡
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�原子力防災訓練はどのような内容だったのか｡
�避難受け入れの態勢は整っているのか｡

����	��Z[\IZ]
��

^
�

_
`

H
a

b
�

c
de

fg!

hi����

�現在の道路状況では､ 事故､ 渋滞などが懸
念される｡

�鷹島肥前大橋の開通以来､ 大型車両の通行
が増え､ 危険度が増している｡
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事業内容がすべての住民に､ 平等に浸透す
るように周知をお願いしたい｡
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住民への伝達手段の確保をお願いしたい｡
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唐津赤十字病院の移転誘致､ メガソーラー
および体育施設の建設､企業誘致は､引き続き
要望したい｡
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唐津市障害者福祉会館の誘致や福祉施設と
しての利用が確定するまでは､ グラウンドゴ
ルフ場として利用したい｡
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市役所本庁駐車場の有料化については､ 会
議などの利用に支障がないように適正な運営
をお願いしたい｡
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この助成制度が始まる直前に工事を実施し
た分の救済策はないか｡
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�長期的な避難生活の支援対策はどうなって
いるのか｡

�原因者である電気事業者の社宅などを避難
者に提供することは考えられないか｡

�自家用車での避難というのは､ 国道���号
が大渋滞になるのは確実だ｡ 公共交通機関
(特に鉄道) をフル活用することを考えるべ
き｡
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�唐津市民交流プラザのホールは､ カラオケ
教室や日本舞踊の発表会､ フラダンス教室
の練習などにはちょうど良い広さだ｡

�可動席を収納すれば､ 軽い運動を取り入れ
た健康教室などにも利用できる｡

�唐津バスセンターの上階だから交通の便が
良いが､ 駐車場が狭いのが難点だ｡
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★�������	�
� � �月�日(土)

開場����� 開演�����

��� 唐津市民会館大ホール
��� 前売券���円 当日券	��円

★
���������	�
� � �月�日(日) 開場����� 開演�����

��� 唐津市民会館大ホール
	 
 ヴォーカル･オーディション部門 (小･中学生の
部､高校生以上の部)､ミュージック･コンテスト部門

��� 無料 整理券をお持ちください
★���������★�������� 唐津市
民会館､ 唐津市文化体育館､ 相知交流文化センター､
文化課､ 市内の一部楽器店
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� � �月��日(金) 開場�
��� 開演�
���

��� 肥前文化会館ハーモニー
��� 大人(高校生以上)�,���円 小･中学生���円
������ 肥前支所総務教育課､ 肥前公民館､
近代図書館､ 唐津市民会館
���� �� !"�#$%�������	��
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� � スケートボード大会･教室･グッズ販売､クラフ

ト展示･販売､音楽ライブ､海辺ＨＯＴカフェ､写真展

� � �月��日(日) �����～�	���

��� 二タ子三丁目倉庫

(二タ子�丁目���番地� 唐津港東港)

��� 無料 ��� 無料���台分あります
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白砂青松の松原を後世に残す
ため､ 松葉かきや清掃などを行
います｡ 皆さんお誘いあわせの
うえ､ ぜひご参加ください｡

� � �月�日(日) ����～�����

��� 東の浜公園周辺 (虹の松原ホテル付近)

�道具は準備します｡ 動きやすい服装で参加してください｡

�終了後は､ ぜんざいの振る舞いを予定しています｡
���� 01234��56789:;<=>00?
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� � 講演会や園児によるミニコンサート､ 作品の
展示販売､ バザーなど

�� ｢震災を踏まえたメンタルヘルス
～東日本大震災での支援活動の経験から～｣

講師 實
さね

松
まつ

寛
ひろ

晋
くに

さん(九州大学病院精神科神経科助教)

� � �月�日(木)�����～�	��� 開場�����

��� 唐津市文化体育館文化ホール �階会議室

���� @A%����������
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���	���������� (唐津市民会館大ホール)

�月��日(日) �����～�����
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唐津ＯＢ会員が日頃の活動成果を発表し､ 会員相互

や地域との交流を図ります｡

��� 高齢者ふれあい会館りふれ

��� 写真､水墨､油彩､華道､書､陶芸､工芸､文芸など

�� �月��日(水)～�
日(土)

����～�	��� �
日は�	���まで

�� 合唱､謡曲､日舞､洋舞､朗読劇､皿回し､民舞など

�� �月�
日(土) �����～

���� FGHIJ��2K����������		��
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� � 県内の特別支援学校高等部生徒の美術作品

デザイン・絵画など

� � �月��日(火)～��日(金) (��日(月)は休館)

�����～�
��� 入場は�����まで

��� 近代図書館 美術ホール ��� 無料

���� LMNO�������	���
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� � �月��日(金)
開場�
���

開演�����

��� 唐津市民会館
大ホール

!�� 指定席" 	,���円 指定席# 	,���円

大人自由席 �,���円 親子自由席 �,���円

学生自由席 �,���円 ※子・学生は高校生以下

������ 宮脇書店､ミュージックサロンハーモニー､

みきや楽器店､びんつけ屋､文化堂､檸檬
れもん

樹
じゅ

(喫茶店)
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～指揮 大
おお

友
とも

直
なお

人
と

～

(当日券は
���円増)
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サライ弦楽四重奏団と､ 地元合唱団との共演です｡

� � サライ弦楽四重奏団､ ひまわり合唱団､ 相知
中学校音楽部

� � �月��日(日) 開場����� 開演�����

��� 相知交流文化センター文化ホール サライ
�	
 無料 全席自由席 整理券をお持ちください
����	� 唐津市民会館､ 相知交流文化セン
ター､ 文化課
���� ���	
��������������

�������	

� � 唐津・東松浦地区の高等学校美術部員の作品など
絵画・デザイン・スケッチなど

� � �月��日(日)～�月�日(日) (�	日(月)は休館)
�����～�
���

�入場は�	���まで｡ �月�日(日)は�����まで
��� 近代図書館 美術ホール �	
 無料
���� ���������������
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さまざまな国の人と交流し､ 異文化に触れてみませ
んか？皆さんの参加をお待ちしています｡(参加料無料)
� �

�第�部 異文化交流体験記

�第�部 ｢世界の手づくり工芸｣ ワークショップ

�第�部 ティーパーティで親睦会とお抹茶体験

� � �月��日(日) �����～
��� 唐津市民交流プラザ(大手口センタービル�階)
��� 唐津商工会議所(�	������ FAX	������)
����

������	��� !���	��	
���
�		�

����()*+,-./0'123

���� 籐
とう

工芸､革工芸､パッチワーク､俳句､生花､
陶芸､水墨画､書道､ペン習字､木

き

目
め

込
こみ

人形など
�月�日(土) �����～�	���
�月�日(日) ����～�����

���� 詩吟､ギター､フラダンス､三
しゃ

味
み

線
せん

､オカリー
ナ､レクダンス､ジャズダンス､福祉レクダンスなど
�月�日(日) ����～�����

�サークル活動ミニ体験(要申し込み)､お茶席､手作り
品バザー､みんなで歌って踊ろうなども行います｡
���� "�#$%&'(���������
�
�

$456789	

��� 唐津を知る､唐津で暮らす ―料理･食材･陶器―
� � 研修生が制作した器を使った郷土料理の試食会､
郷土の野菜の販売会､研修生が制作した器の販売会､ロク
ロを使った作陶体験､陶芸家によるロクロの実演など

� � �月�日(日) �����～�����

��� 佐賀大学唐津サテライト工房 ｢天徳｣
(相知天徳の丘運動公園そば)

���� )*+,
�-.,/0123456
7892:;<=��>� !���	
��������
�
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���������
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音大生によるバイオリン､ ビオラ､ チェロなどの弦
楽器による室内楽コンサートです｡
作曲家や楽曲の説明を入れながらモーツァルト､ ル
ロイ・アンダーソン､ チャイコフスキー､ パッヘルベ
ルのカノンまで､ クラシックになじみのない人でも楽
しめるプログラムになっています｡
気軽に足をお運びください｡

� � �月�日(日) 開演�����～�	��� (開場�����)
��� 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(ただし事前申込が必要です) �� ���人
���� ?@?@���A�����������

4J*+89�KLGM��ANO

漁船から牡蠣の水揚げ体験を行います｡ 牡蠣や魚介
類の試食会を予定しています｡
� � �月��日(日) 集合�����

��� 晴気漁港 (肥前町入野�晴気地区)
��
 �人���円(幼児は無料) �� ��人(先着順)
���� 電話､ ファックス､ 郵送
※申込書は､市ホームページからダウンロードできます｡

��� 〒
�	-����唐津市肥前町入野丙����番地
晴気カキ組合(��
�����
����� FAX�������)
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昨年��月にオープンした唐津市民交流プラザで､
プラザ内に入居している唐津市子育て支援情報セン
ター､ ＦＭからつと連携して､ イベントを開催します｡
どうぞ気軽に足をお運びください｡

� � �世界のＣＭフェスティバル (�����～�����)
�歌謡ショー (六本木ひろし)(�����～�����)
�お笑いライブ (�����～�	���)
�いとエコ絵本カーニバル (終日開催)

� � �月�
日(日) �����～�	���
�	
 無料 (お笑いライブは有料)
※すべてのイベントはお申し込み不要です｡
※当日託児が必要な人は､ 唐津市子育て支援情報セン
ター(�	����

)にお申し込みください｡
���� ?@?@���A�����������
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�月��日(日) 受付����から
���

波戸岬野外ステージ周辺(鎮西町)
���

大人およびファミリー(�組)�,���円
高校生 ���円､ 小･中学生 ���円

	
��

鎮西スポーツセンターに直接または郵便
(定額小為替)でお申し込みください

	
� �月�	日(月)

���� �����	
�����

�������	
�

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

選手通過時には交通規制を行います｡ コース沿線の
皆さんにはご迷惑をおかけしますが､ ご理解とご協力
をお願いします｡

���� ������������	�� ���� ����� !����������

��������

�	
��������������

�������

� � ��

小学生男子�・�年生
小学生女子�・�年生
小学生男子�・�年生
小学生女子�・�年生
小学生男子�・
年生
小学生女子�・
年生

�.�㎞

中学生男子 �.	㎞

女子(中学生･高校生･一般)
壮年男子(��歳以上)

�.�㎞

男子 (高校生・一般)
女子 (高校生・一般)

�.�㎞

ファミリー �.�㎞

" # ���$ %&'�()

*+	�,-. 	��	� /0123456378
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9:	�=> 	���� BC?DEFG4HI78
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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｡

�� �!�"#$%��

&'()���	*+,-&-./0

�1�2,�(34526�

����� ���	
���	
�� ���	
� ���	

����� ������ ����

��� ������ ����

���������������� !	�"��#$%
&'()*+, -!./012�3���4����56�

� ����� ,�78
9:�7;<9

����� �	
�����������

=��(>�?@ABCDEFGHIJ&K0
+,:LMN-O@PCQ0+,7(RSTUVWXYZ@PCQ0

����

���� ����� �������� 刀町

������������� �������� 原

����� ��������� �������� 町田�丁目

����� ������� �����	
� 坊主町

����� ������ �����


 二タ子�丁目
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���� ������ �������� 大名小路
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����� ����	�
� ��

������� 毎週火曜日
�	
����� (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�土曜日

�����～�	���
※�/�(金)はお休みします

����

�����������	��

2���
��

���3�4��������
�

�/�･�� �����～�����

相知図書館 児童室

��	
�

�����������
	�

���
��

����567

�/�･��･�� �����～�����

��89:01;<=8>?@ABC

毎週月曜日～金曜日 (祝日除く)
�����～�	���

��������

������������
�

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

�
�

�����������������

�
�

������������������������			

��������� !"#$%&'()*+,-.

�/01����
���%201
�����345
!6$,-.

��	D+EF

(場所�山本西隣保館)

毎週月･水･金曜日 (祝日除く)

�����～�	���

GHI�DD8J��K

�/�� �����～���	�

�����

78������
��

�	
����� (祝日除く)
�毎週月･火･木･金曜日

�����～�����

�毎週水曜日 �����～�����

�毎週土曜日 ����～�����

�����

���9:��������	

�?F?F01
�/�･�	･�
･��･��･��

�����～�	���

���������� !�"#

����7���
�����

�LM�NO>*+,�
GPQ8RSTK
�/�･�� �����～

$%&'�

;<=���������

�UFV
01
毎週月曜日～金曜日 (祝日除く)

�����～�	���
※�/��(金)はお休みします

()*+,�-./���0&'�

>?�@A���
�����

�	WV
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���

B;�CDE�����

�	

�9TXQ567

�毎週月曜～金曜日
※�/�(木)･��(火)･��(水)は
お休みします

�第�･第�土曜日

45������� !�"#

��F�����
���
	��
��

��������

����YZ"[
[
-;@ABC

毎週月･水･金曜日 (祝日除く)
����～�����

※�/�(水)･�(金)はお休みします

()*+,�67189:���

�<=���������

��	


���


｢お金｣ を表す手話で表現します｡

｢〒｣ ｢家 (場所)｣ を表す手話を組み合
わせて表現します｡
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����� ����	�
���

��

������	
�����
�������������

�
�

�日
(水)

�����～�����
本庁第�会議室

�����～�����
北波多老人憩の家

�日
(木)

����～�����
七山公民館

��日
(火)

����～�����
ひれふりランド(浜玉)

��日
(木)

����～�����
相知支所別館会議室

��日
(火)

����～�����
厳木支所�階会議室
呼子公民館

��日
(水)

�����～�����
鎮西支所相談室

�
�

�日
(火)

�����～�����
肥前支所���号会議室

�	
�������

�月�日(水) �����～�����

����

毎週火曜日 ����～�����

※�月��日(火)のみ
夜間もあります �	���～�
���

����������������

毎週木曜日 ����～�����

� !"#$������

毎月第�～第�水曜日
�����～�����

%&������

平日随時実施 ����～�	���

'(������

�月�	日(金) �����～�����

)*+,-./0�����

�月��日(火) �����～�
���

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

�閉庁日を除く毎日 ����～�	���

本庁市民相談室

�土･日･祝日 ����～�	���

;<=>?@ABCDE

��
�	�����
����

������
>?@ABCDE�����
����

�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｡

�����FGH�
I J 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)
KL4 相談希望日の�週間前

����
MN�O����������
PQRKL4MN#$�

�
�

�日
(水)

�����～�����
北波多公民館

�日
(金)

�����～�����
浜玉支所�階相談室

��日
(月)

�����～�����
本庁市民相談室

�	日
(金)

�����～�����
呼子支所�階会議室

��日
(月)

�����～�����
本庁市民相談室

��日
(火)

�����～�����
相知支所�階相談室

�	日
(月)

�����～�����
本庁市民相談室

�
�

�日
(火)

�����～�����
肥前支所���号会議室

 !��
STUVWXY���������	�
PQRKL4MN#$�

�
�

�日
(水)

����～�����
相知支所別館会議室

�����～�����
本庁市民相談室

�日
(木)

����～�����
七山公民館

�����～�����
人権ふれあいセンター北波多

��日
(金)

�����～�����
鎮西支所会議室

��日
(火)

����～�����
ひれふりランド(浜玉)

��日
(水)

�����～�����
人権ふれあいセンター唐津

��日
(火)

����～�����
肥前支所���号会議室
呼子公民館

�����～�����
厳木支所�階会議室

�
�

�日
(水)

�����～�����
本庁市民相談室

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｡

""#	��
12M!"BCDE���	�	����

�相談は無料です｡ 事前に申し込みが
必要です｡

$%��
;<=Z[!\] �̂�
�	����������

�
�

�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｡

&'()��
#$� _`Uab�O��	�����
�

�月��日(火) �����～�����

県唐津総合庁舎中会議室 (二タ子)

*+��
;<=c[de���
�	���	���

�



����� ����	�
� ��

��
����
����

������������	

�������

�������	�
����
��������������

���� �月��日(月)まで
����

�国籍､ 性別は問いません
�年齢�昭和��年��月�日

～平成�年	月�日生まれ
�身長����㎝以下
�体重�男子	�㎏以上��㎏以下

女子	�㎏以上��㎏以下
�視力�裸眼で両眼とも､ �.
以上
�その他身体に異常のない人
※特別試験(�月��日締切)につい
ては､ ホームページをご覧くだ
さい｡
������� !
�����������	
����	�����������

��������

������"#!
�����������	
����	����������

������ ��������

$%&'(����������)*+,�-./&'(01$23$%

���� !"#$

45(����������
��6789:���������	�

;�<=>?@: (入場料無料)
｢糖尿病と狭心症・心筋梗塞｣
唐津赤十字病院循環器内科
山本唯史 さん

｢糖尿病と歯周病～その密接な関係～｣
わたなべ歯科クリニック院長
渡辺孝輔 さん

A B �月��日(土)
ACD 高齢者福祉会館りふれ

%&'()*+,-��

EFGHIJKLM NOPQR
��KLS���	������

��TU 西唐津･和多田･相賀･
神田･中の瀬･上神田･鏡･御見
馬場･山本･栄町･新和多田

VW�X �月	日(土)～��日(金)
����～�����

※�月�日(日)は休み
※申込書は�月�日(水)から配付
します

YWZVW[- 県営住宅指定管
理者 川原建設㈱唐津管理室
(二タ子３丁目・唐津土木事務所
別館)
※郵送では受け付けません｡

./#01 2#-��

\]�� ^]( _`_ab
�����
�
� cde�
�	����
f�
��	���g	h�ij��
�
\]��������

����������������������	��

klM どなたでも参加できます
A B �月	日(日)

����～�����

ACD 消防本部�階講堂
J m ��人 (先着順)
@nop 普通救命講習Ⅰ (無料)
@nqr

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

st�� �月��日(水)まで
※土･日を除く
���～�����

※郵送の場合は当日消印有効
stuv 消防本部(�階)･消防署
救急係･各分署所に用意している
申込書でお申し込みください｡
申請書は消防本部ホームページ
からダウンロードもできます｡
※FAXでもお申し込みできます｡

携帯版
ＱＲコード

������

�	�
�� ���

� � �

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

��������������
������������

����
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� � �
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����� ����	�
���

��	
��������
�������

�	
���������������

�����������
���円(�時間)Ｈ��.��.��から
�����������

���円(�時間)Ｈ��.��.��から
�������� ���

�	�円(�時間)Ｈ��.��.�
から
�賞与などの臨時賃金､精皆勤手当､
通勤手当､家族手当および時間外
手当は算入されません｡

����� !

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

高校､ 短大､ 大学､ 専修学校､
外国の高校・大学などに入学・在
学する子どもをもつ家庭を対象と
した公的な融資制度です｡
ご利用要件など詳しくは､ お問

い合わせください｡

��'��()*+,-.
/�01 20.��

�	27�8��9:;
�������������

<=> 県内での就農に意欲のあ
る��歳以下の人 (受講料無料)
? @ �月��日(月)～�月�日(金)
?AB 佐賀県農業大学校(佐賀市)
9:CD E アスパラガス・こ
ねぎ・いちご など

*3456789:;<=�>

��!"F�������	�
GHIJK!"FLGMNO��

市内に在住し､ 市内の小・中学
校に通う児童・生徒がいる世帯で､
生活に困窮している世帯 (生活保
護世帯と同程度､ 生活に困窮して
いると認められる世帯) に対し､
学用品費などを援助する制度があ
ります｡
詳しくはお問い合わせください｡
PQRST 新入学学用品費 (新
�年生)､ 学用品費､ 給食費､ 医
療費 (学校保健安全法に規定さ
れている疾病の治療に必要な費
用)､ 修学旅行費､ 校外活動費

?@A�01 20.��

UVF���������
6	��	���WXS��

サボテンや装飾をつかって手軽
に作れるジオラマで､ 窓辺や玄関
を飾ってみませんか？(受講料無料)
? @ �月�	日(金)

�	���から�時間程度
?AB 松浦河畔公園管理事務所
Y Z ��人(先着順)
[\]^ 往復はがき(①住所②氏
名③年齢④電話番号をご記入く
ださい)
[\_` �月�	日(火)まで
�作業用手袋､ピンセット､ヘラを
お持ちください｡(代用品でも可)

BCDEFGHIJKLM

�	2a^bcd���������
�
�

◆�������	
��
面談または電話により相談をお受
けします｡ (予約不要)
? @ �月��日(土･祝)�����～�����
?AB 唐津市民交流プラザ 小会議
室�･�(大手口センタービル�階)
�efghi,-.'
������������������������
fgST 不動産の相続・売買・贈
与・会社設立・役員変更などの登
記､ 供託､ 債務整理､ 成年後見､
遺言､ 各種裁判手続など､ 司法書
士業務全般

◆
�����������
�
? @ �月�日(水)～��日(水)

�����～�����
※土・日・祝日を除く

?AB 県内各司法書士事務所
[\]^ 直接､ 県内の司法書士
に予約してください｡
fgj 無料
fgk 登記名義人が先々代のま
ま・パートナーに財産を相続さ
せたい・相続人の中に行方不明
の人がいて遺産分割協議ができ
ない など

�ilmn�
op…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
qr…市政関係者の病気､ 災害などの見舞いに係る経費
st…記念行事､ 式典､ 祝賀会などに際してのお祝いに係る経費
uQ…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
vw…来客､ 市政関係者との懇談､ 土産､ 記念品などに係る経費
dx…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
yRz…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､ 円滑な行政運営のために､ 市長が市を代表して行う外
部との交際に使用した経費です｡

� � � � �� � 	
�� � � � � �� � 	
��

弔 慰
今期分 �� ������

接 遇
今期分 � 
��	�

累 計 �	 
�
��� 累 計 �� ������

見 舞
今期分 � �

会 費
今期分 � �����

累 計 � � 累 計 �� ��
���

御 祝
今期分 � �����

その他
今期分 � �

累 計 � ����� 累 計 � ��
		

賛 助
今期分 � �����

合 計
今期分 �	 �	����

累 計 �� ����� 累 計 ��� �����
�

※ ｢今期分｣ とは､ 平成��年��月～��月の合計額｡ ｢累計｣ とは､
平成��年�月からの合計額です｡
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博覧会期間中､ JR九州高

速船ビートル号による唐津
港・博多港～麗

ヨ

水
ス

港への直
行便の運航が決定しました｡
�������	
�月��日(月)～��日(水)

��日(金)～��日(日)
�月 �日(金)～ �日(日)
�月 �日(金)～ �日(日)

��日(水)～��日(金)
唐津港発 ����→麗水港着���		
麗水港発�
�		→唐津港着�����
所要時間�時間��分

�運航ダイヤは変更の可能性があります｡
�直行便による博覧会観光ツアーも計画し
ています｡

大手口センタービル�階唐津市民交流プラザの多目的
ホールで�月��日､ 活弁映画 ｢坂本龍馬｣ ｢チャップリン
の冒険｣ などの上映会がありました｡
主催したのは､ 地域づくり団体 ｢からつ海援隊｣ で､ 活
動弁士は埼玉県から麻生

あ そ う

八
や

咫
た

氏を招きました｡ 活動弁士と
は､ サイレント映画を上映中に､ その内容を語りで表現し
て解読する専門の職業的解説者のことです｡
満席の会場では､ 笑いあり､ 手に汗握る場面ありで､ あっ
という間の�時間半でした｡ 上映後､ 麻生氏は ｢高校生を
はじめとするボランティアの皆さんの働きは､ 素晴らしかっ
たです｡ 個性豊かで面白い唐津の人たちが大好きです｡ ま
た来たいです！｣ と､ 素敵な笑顔でした｡

����������������������������				
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事業所および企業
の皆さん､ 調査票の
記入はお済みです
か？
調査票が届いてい

ない場合は､ 市にご
連絡ください｡

�����

��	
���������������������

この調査は､ 全国すべての事業所および企業の経済活
動状態を明らかにし､ 各種統計調査の基礎となる情報を
整備するための国の統計調査です｡
経済センサス活動調査の重要性と趣旨をご理解いただ

き､ 調査票の回答･提出へのご協力をよろしくお願いしま
す｡ 調査票は､ 調査員が回収に伺います｡

この助成は､ (財)自治総合センターがコミュニティ
の健全な発展と住民福祉の向上に寄与し､ 宝くじの
社会貢献広報事業として､ コミュニティ活動に必要
な備品などの整備に対して行っているものです｡

�
���

�
��

�
 

!

"#$%&'()

*+�,

����� -./01�23456�
���������

����������

�������

#$%&'()*+,-./0
�123452���6

7��89:;<=>)?@AB
������� �

�

�
��

�
�

�
�

�
 

����������
�� ��� !"#$%&'()�*+,��



������������
���������

�����
���������	


����
���������	

������

� ����	

�����
��	

��		

����� ���	
���

���������
����

���������	��������������
�����	 � !"#$�%&'(�)#*+,-./01

�	���	 �2
3

4
56

7
8

9
:;

�%&'(�
�����	 #*+,-./01


	�������

<�0=>?@)A"B#C8�D�EF

�������	
GHIJKLM����
�
	

NO*�PQ�RSTUO��V	

�������	�������	
���
�

������ ������� ��
����

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

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

����������������������������������������
��������������������������������    !!!!""""####

���� �������������
����������� !"#$��%&
'� ()#$��%������*+,
��-./01���
23453+�*+67����5-.
/0189:;<=>?@AB

$$$%%%&&&'''###!!!((()))***+++,,,---..."""///
WXYZ 
CD EFGH% ����C�����
Y[\] 
CD EFGH%�����C	����

I&F&EF ����C�	���
Y[@^ JKL�M�N5OP�QRS
Y_[`;ab�
����� �)?M<TUVW�)%7
������� �)%

�cd/ Ief���������	

������

01�213
456
789��

し尿の定期収集には次のようなメリットがあります｡
�連絡をしなくても収集業者が定期的に収集に来ます
�車両の効率的な運行により走行距離が短縮され､ 収集運搬に
かかる経費や二酸化炭素の排出が抑制されます

し尿の定期収集は､ 各地区のし尿収集業者に直接お申し込み
ください｡
随時お申し込みでのし尿収集も可能です｡ (�日程度余裕を

もってお申し込みください)
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�月��日～
��日は保守
点検のため
休場します｡
舟券の払い
戻しもでき
ません｡
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市役所の事務室の一部が大手口センタービルの�階と
�階に移転し､�階フロアで開所式が行われました｡ 坂井
唐津市長は､ 別館に移転した市職員約���人を前に ｢市
民の皆さんに不便を感じさせないように､ 本庁舎や各支
所と連絡を密に取りながら全力で業務にあたってくださ
い｣ と年頭のあいさつを行いました｡ (�月�日開所)

�������	
���

唐津市成人式 (厳木会場) が厳木コミュニティ

センターで開催され､ 新成人��人が参加して､

二十歳の門出を祝いました｡

式典では､ 新成人代表の田久保竜馬さんが ｢こ

れまでお世話になった方々への感謝の気持ちを胸

に､ 家族や故郷､ 社会のために貢献できる大人に

なるように努力します｣ と誓いの言葉を述べまし

た｡ 式典後には､ 中学校の恩師や旧友との再会を

喜び合い､ 思い出話に花を咲かせました｡

(�月�日開催)

���������������

第��回相知ロードレース大会が相知支所前ス

タートで開催され､ �	
人が健脚を競いました｡

�㎞以上の各種目では終始白熱したレースが繰

り広げられ､ ジョギングの部では親子連れなどが

マイペースで走りを楽しみました｡

閉会式では､ レース参加者に棚田米､ 高級和牛

すき焼きセットなど地元産品をはじめとする豪華

景品が当たる抽せん会も行われ､ 当選者は､ 思わ

ぬ副賞に大喜びでした｡ (��月�日開催)

������� !"#$%&'(

)* ������ (教育総務課・学校教育課・生涯学
習課・文化課・スポーツ振興課)

+*

���	
� (商工振興課・市街地活性化推進室・
企業誘致課・厳木工業団地整備室・観光課・虹
の松原室・からつブランド推進課)

����� (農政課・有害鳥獣対策室・農地整
備課・林務課・水産課・水産業活性化支援室)

������



���������	
�
	�
�
七山の小学生が体験型学習を行う｢七山わんぱく塾｣では､

クリスマスリース作りに挑戦しました｡
参加した小学生は､ 山から採ってきたカズラやカラフル

なリボンなどを使い､ 夢中
になりリースを作っていま
した｡
出来上がったリースは､

七山内のグループホームの
高齢者にプレゼントされま
した｡ (��月��日開催)

�����������	
���
福岡市内のスケート場で､ チャレンジスクール親子スケー
ト教室が開催され､ 浜玉地域の小学生親子ら��人が参加し
ました｡
初めての氷上の感触におっかなびっくりだった子どもた

ちも､ 慣れるにしたがい上
手に滑ることが出来ました｡
お父さんお母さんと手をつ
なぎ冬の日の良い思い出と
なりました｡

(��月��日開催)

�������������
��

｢呼子音楽マーケット����｣ が呼子中央集会所で開催

され､ 約��人がクリスマスコンサートを楽しみました｡

呼子小学校�年生による

ミュージックベルのほか､

市内外から�グループが参

加し､ バンド演奏やコーラ

スなどが披露されました｡

(��月��日開催)

������ !"��#$%&'
鎮西町青年団による ｢サンタ大作戦｣ が行われ､ お父さ

んお母さんから預かったプレゼントを子どもたちのもとに
届けました｡
子どもたちは､ 突然現れ

たサンタクロースにびっく
りした様子でしたが ｢本当
にサンタさんがやって来
た !｣ とプレゼントを受け
取り満面の笑みで喜んでい
ました｡ (��月�	日実施)
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認定こども園ひぜん保育園・ひぜん幼稚園で､ 餠

つき体験が行われました｡ これは､ 入
いり

野
の

棚田組合が
地域の子どもたちと毎年行っているイベントで､ 園
児��人と子育て支援事業に参加している親子��人
が体験しました｡
園児たちは､ ｢よいしょ｣という掛け声に合わせて

元気一杯に餠をつきました｡ つきたての餠は､ あん
こ餠にしておいしく食べました｡ (��月��日開催)

�234�56789:�;<=

北波多中学校の生徒が､ ミニ門松づくりを行いま

した｡ 毎年恒例の全校行事となっており､ 初めて挑

戦する�年生は､ 老人クラブの人から指導を受けな

がら組み立てていきました｡

ミニ門松の一部は､ 一人暮らしの高齢者に贈られ

ました｡ (��月�
日実施)
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