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現在の行政の取り組み状況と非常時
の連絡網について説明が行われた｡
���������

行政としての指導および取り組み状況につ
いて説明が行われた｡
��������� ��!"#$%&��

��

現在の進�状況および稼働状況について説
明が行われた｡
'()*(+,-./����

�国道���号柳
やなぎ

瀬
せ

地区の国道改良計画の進�
状況について説明が行われた｡

�JAガソリンスタンド西側市道と国道���号
交差点の道路改良を含めた交通事故防止対
策について説明が行われた｡

�滝
たき

川
がわ

旧ガセストアー前変則交差点の信号機
の夜間点滅の実施および松浦橋の架け替え
の実現性について説明が行われた｡

���� 01234567����

合併特例債は､ 今までにどのくらい
借り入れて､ 相知地区の関連事業分はどれく
らいか｡
8�9:;<=>����

このようなイベントが､ 地元で開催される
ことを知らない人が多い｡ もっとPRすべきで
はないか｡
01��+?@A����

�蕨
わらび

野
の

の棚田の ｢菜の花ハイクと屋台村｣ の
開催時期について

�発泡スチロール製品の清掃センターへの持
ち込み処理について

�資源物の回収について

�商店街の衰退や農村集落の過疎の対策につ
いて

�スクールバスの乗降場所の安全確保について

����

地域審議会では､ 地域の住民の声を行政施
策に反映できるように､ 合併に伴う各地域の
格差の問題や地域独自の振興策などの提案に
ついて､ 審議しています｡
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�原子力防災専門官から設置根拠法令､
施設概要について説明が行われた｡

�SPEEDI (緊急時迅速放射能影響予測ネッ
トワークシステム) の特徴や機能､ 原子力
発電所モニター､ テレビ会議システムにつ
いて説明が行われた｡
PQRS+TUVWX&3+YZ

�肥前支所､ 切
きり

木
ご

出張所および各小中学校に
保管している｡

�副作用もあり､ 管理上の問題もあるので家
庭への配布は行わない｡

�服用は､ 市からの指示に従って服用してい
ただきたい｡

���� [\]^_+`abc����

�鎮西地区の浄化槽整備地区での事業
進�率は､ ��.�％になっている｡

�辻
つじ

､ 横
よこ

竹
たけ

地区は､ 平成��年度以降公共下水
道に取り込むようになるのか｡

�公共下水道と合併浄化槽では､ ランニング
コストや使用料金はどうなっているのか｡
d��ef�4ghij*klmnopq�

���

今後のまちづくりを考える際の参考資料と
して､ からつ大学交流連携センターが取りま
とめた ｢地域生活に関する唐津市民調査｣報告
書から､ ①コミュニティ意識についての分析､
②市民生活の満足度などについて概要説明

����

�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｡
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�住宅街の中にあり､ 騒音や火災の危険など
弊害が多い｡ 注意しても全く功を奏さない｡

�地域の観光・経済を盛り上げるためには､
うまく存続させられないか｡

�家族連れや子ども達にとっては良い生涯学
習の場である｡

�昼間の利用だけに制限できないか｡

���������� !"#$%&�	��

�先日行われた朝市は買い物弱者といわれる
高齢者の喜びの声が大きかったので､ ぜひ
継続していただきたい｡

�現状のようなボランティアだけでの運営で
は朝市を継続することは困難である｡

�行政も朝市に対して何らかの支援をしてい
ただきたい｡

�市民には介護や認知症に関する知識が不足
しているように感じる｡一般的な知識を広く
浅く取得できる機会を設けるとともに､積極
的に啓発活動にも取り組んでいただきたい｡

�浜玉地域の観光を盛り上げるために地域住
民と行政の両方がいろいろな意見を交えて
活動できる組織が考えられないか｡

��		
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�玄海町なみの安全協定を九電と結び､ 市も
九電に対し意見を述べられる体制を構築し
ていただきたい｡

�市民の不安解消となるような取り組みを進
めていただきたい｡

345678�9:;<=>?@�ABCD 
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�バスセンター周囲の混雑を避けるため､ 唐
津信用金庫前が降車位置となっている｡

�バスが右折できるように新たに信号機が設
置されたもの｡

LMNOPQ��R�STN�UVWXY�

�	��

�ふるさと集落活性化事業の概要について説
明が行われた｡

�モデル地域だけでなく各地域にも普及拡大
していけるように内容を充実していただき
たい｡

�取り組みの情報を広く提供していただきた
い｡
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�地域づくり活動にはボランティア的
な貢献も必要だが､ 今後は経営感覚を身に
付けて住民に還元できるような仕組みづく
りも必要である｡

�分館対抗の各種スポーツ大会は､競技の活性
化に加えて世代を超えた親睦を深める意味
でも重要な役割を担っているが､ 過疎化が
進み､参加者集めが難しくなってきている｡

�地域の各種団体の会員数が減少傾向にあり､
何か良い解決策がないか苦慮している｡

�新厳木スポーツ広場現地視察
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旧市町村ごとの地域振興策ではなく､ 広域
的な考えを持って､ 今後の課題としたい｡
hij�kl�m�	��

高台にある民間施設などと協力体制を確立
して､ 地区ごとに現実的な避難場所を検討す
べきである｡
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�ヨウ素剤の服用方法について､ 原子力防災
訓練のときに服用のまねだけでもいいので
訓練として行ってはどうか｡

�地震による原子力災害では､ 道路被害など
も考えられ渋滞が発生すると思われる｡
��������	��

離島航路の合併や集約により､ 運航方法の
変更での便数の増や､ 離島間の往来がしやす
くなり離島振興にもつながるのではないか｡
(�����!0������	��

呼子は漁業の振興が地域の振興につながる
と思われる｡
�n��1�Y���d���	��

体育の日の前日の日曜日に開催されている
が､ 祝日前の日曜日のため､ サービス業に従
事する人が参加しにくい｡
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臨時職員では継続的な雇用ができず､ ガイ
ドができるようになるまでの教育期間が必要
であることからも､ 施設にあった雇用形態に
なるよう､ 考慮していただきたい｡
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ビートルで麗水に入国後､ 麗
水市周辺の観光(楽安邑

ナ ガ ヌ プ

城
ソ ン

民
俗村､ 順

スン

天
チョン

湾生態公園)
【麗水市内泊】

昼 ◎
夜 ◎

���
終日麗水世界博覧会見学
【麗水市内泊】

朝 ◎
昼 各自負担
夜 ◎

���
麗水市内観光 (鎮

チン

南
ナム

館
グァン

ほか)
昼食後､ ビートルで唐津へ

朝 ◎
昼 ◎

����,���円 (出発日①⑤は��,���円)

往復のビートル運賃 (燃油サーチャージ含む)

/市内リゾートホテル�泊 (�名�部屋利用) /

食事付 (�日目の昼は自己負担) /麗水博入場

チケット/貸切バス/添乗員の同行

��� ①�月��日(月) ②�月��日(金)

③�月 �日(金) ④	月 �日(金)

⑤	日��日(水) ※①は完売

唐津東港発 ��
� 麗水港着 �����

麗水港発 ����� 唐津東港着�	���

唐津～麗水間の運航時間�
時間��分
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世界���か国の参加国パビ
リオンが入る 『国際館』 日本
館もこちらに出展しています｡
海をテーマに先端ＩＴ技術を
取り入れた展示が見ものです｡

���	
�����������

����

期間中､ 毎日��回以上のイベ
ントが海を舞台として行われま
す｡ 韓国内外の有名人によるス
テージイベントや､ レーザー光
線や噴水を利用したナイトショー｡
夜遅くまで博覧会を楽しむこと
ができます｡

�������� !��

韓国内最大級の水族館です｡
希少生物のシロイルカやバイ
カルアザラシなどを展示しま
す｡ またドーム型の水槽を導
入して水中散歩の気分が体験
できます｡

��� �	
�����

��� �������
開催��日間､ 毎日が各国の日として設定され

ていて､ 毎日国際色豊かなお祭りが盛りだくさん
です｡

������������������ 
当日は唐津くんちの�番曳山新町 ｢飛龍｣も日本

の代表として参加し博覧会を盛り上げます｡ また
会場内はさまざまな催し物が開催され､ その日は
日本一色となります｡

�
�

�
�

�
尊敬する唐津市民の皆さん！
麗水市長の金忠錫 (キム・チュンソク) でございます｡
	��	麗水世界博覧会を盛り上げていただくために､ 唐津くんち曳山の
博覧会ジャパンデー催事への参加や市民ツアーの実施並びに広報活動など､
多くのご支援をいただき誠にありがとうございます｡
唐津市民の皆さまのお越しを心からお待ちしております｡

����	
�����������

↑���� (シタビラメ) はよく食べられる
魚です！麗水では､ 生のソデと野菜を
合わせた料理をよく食べます｡

←����������
からし菜のキムチは麗水ならでは！

どちらも､ 麗水の水産市場で
食べられますよ！

唐津の皆さん､ アンニョンハセヨ！
私は､ 韓国麗水市から唐津に派遣勤務しているチョ・ギョンホです｡

月�	日から ｢生きている海､ 息づく沿岸｣ をテーマに ｢	��	麗水
世界博覧会｣ がいよいよ開催されます｡
麗水は､ 自然景観の美しい港町です｡ また､ 麗水ならではの､ おいしい
食べものもあります｡ 今回いくつかご紹介します｡
皆さん､ 麗水を訪れた際には､ ぜひ食べてみてください｡
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��� 大人 (高校生以上) ���円

子ども (小・中学生) ���円

����	
 肥前町特産地場産品販売､ ぼたん苗・

�薬苗販売など
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大浦周辺の棚田や､いろは島を眺めながら､約��㎞

のコースを爽やかな潮風とともに歩いてみませんか？

� � �月��日(土) 小雨決行！

�� � ふれあい自然塾ひぜん駐車場 (肥前町満
みつ

越
こし

)

!"� 大人�,���円 小・中学生���円

# $ ���人(先着順)

%&'( �月��日(火) まで

%&)* 参加者および代表者の住所・氏名・年齢・

電話番号を記入のうえ､ はがき･ファックス･Ｅメー

ルでお申し込みください｡

%�&+,-.�/0

123456789:;<$=��>�12?�@ABC�
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爽やかな初夏の夕べ､ 新緑に満ちた古窯の森で美し
い音楽を聴きながら､ ホタルの乱舞を楽しみませんか｡
約���個の竹灯籠がともされ､ 会場は､ 幻想的な

雰囲気に包まれます｡
� � �月��日(日) �	���開演
�LM 北波多古窯の森公園
N O 和太鼓 ｢瑞

ずい

宝
ほう

太
だい

鼓
こ

｣､ 琴 ｢ときわ会｣
� � 無料
※雨天時は､ 場所を北波多中学校体育館に変更し､
�	���に開演します｡
��� PQ�RSTUV=����������������
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ゴタール会絵画展 �月��日(水)～��日(日)
和
わ

美
び

会
かい

絵画展 �月��日(水)～��日(日)
唐津篆

てん

美
び

会
かい

展(書道展) �月 �日(木)～��日(日)
WXYZ �����～�	���(入場は�����まで)

※各展覧会とも最終日のみ�����で終了
�LM 近代図書館美術ホール � � 無料
��� [\]^X�������
��

丹精込めて育てられた｢さつき｣約
�鉢が勢ぞろい!
ぜひ､ご覧ください｡
� � �月�	日(月)～��日(木)

	���～�����(最終日は�����まで)
�LM 市役所�階玄関ホール
��� _`ab�=����������

M�NOPQ

� � �月�日(日) �����～�����

�LM 鳴
なる

神
かみ

公園(七山 鳴神の庄の対岸)
���

cdeVa�fbg:;<$=�hi�j���������

cd?�@AB������	���

���RS8TM���

� �

�月��日(日)まで
����～�����

�LM

ぼたんと緑の丘
(肥前町万

ま

賀
が

里
り

川
かわ

)

C k やまめ放流体験､ や
まめのつかみ取り､ お米な
どの商品がもらえるステー
ジイベント､ 新鮮野菜釣り
大会､ 特産品販売､ フリー
マーケットなどを予定

�������	

� � ��月までの毎日 �����から�時間程度
� l �人�,���円

���������	

� � 毎日�����～�����

� l 大人
��円､ 子ども���円
%�&+,-.�/0

emn.opqrs����	������※火曜日は定休日
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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�
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���	
�� ���	
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��� ������ ����

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

� �����
,�78
9:�7;<9

����� �	
�����������

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

����

����������� �������� 千々賀

������������ ������	
 山下町

�������������� ����	��� 山本

���� ������ ������	� 木綿町

����� ��������� �������� 神田

����� ������ �������� 鎮西町岩野

����� �� !���� ����
�		 海岸通

��

���	 !"��#

$%��	
&'() 3789: ���;����5

[RSTUVW\D'LXYZ@PCQ
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,-
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�����
���� "����� �
����	� 相知町相知

��

���

�]�

����������

���	�����	

����	�����	



����� ����	�
� ��

�����

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

�����～�����

�毎週火曜日 �����～�����

�毎週土曜日 ����～�����

�����

��������������

������������	��

������� !"#
$

毎週土曜日 �	���～�	���

�/�(土･祝)はお休みします

近代図書館�階 ｢ブックル｣

�%&'��!"#
$

�/�� �	���～�����

近代図書館�階ビデオルーム

��	
�

�	����������

�(�� �)*

�/�･��･��･�
･�� �/�･�
+,-. /012�3�	)

毎週 月･水･木･金曜日
(祝日除く) �����～

�����


�������������

�454 67

毎週火･水･金､ 第	土曜日
����～�����

※�/�(火)･�(水)はお休みします

����

�����������	��

���
	


����89:

�/�･��･��･�� �����～
���;�67<=>�?�@ABC

毎週月曜～金曜日 (祝日除く)
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相知図書館 児童室
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(場所�山本西隣保館)

毎週月･水･金曜日 (祝日除く)
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�	
����� (祝日除く)
毎週水曜日 �����～�����

QRST	) (祝日除く)

�毎週月曜～金曜日
�����～�����

�毎週土曜日 ����～�����
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毎週月曜～金曜日 (祝日除く)
�����～�����
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./�01���
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(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)
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23�456�����

�	

�;XY�89: (祝日除く)
�毎週月曜～金曜日
※�/��(水)･��(火)はお休み
します

�第�･第	土曜日 �/��・��

23������� !�"#

��7�����
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｢赤｣ ｢休む｣を表す手話を組み合わせて表現します｡
日曜日はカレンダーでは赤で表示されるところからきています｡

����8�"�9��:;<= 
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����� ｢月
つき

｣ を表す手話で表現します｡
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����� ����	�
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�������	
����
�������������

�
�

�日
(火)

����～�����
ひれふりランド(浜玉)

����～�����
呼子公民館

�����～�����
肥前支所���号会議室

�日
(水)

�����～�����
本庁�階第�会議室

�����～�����
北波多老人憩の家

��日
(火)

����～�����
厳木支所�階会議室

��日
(木)

����～�����
相知支所別館会議室

�	日
(金)

�����～�����
鎮西支所相談室

�
�

�日
(金)

����～�����
厳木支所�階会議室

�日
(火)

����～�����
呼子公民館

�日
(木)

����～�����
七山公民館

�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)
��� 相談希望日の�週間前

����
���������������
�����������

�
�

�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)

�����～�����
呼子支所�階会議室

��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
(水)

�����～�����
北波多公民館

����
�� !"#$�����������
�����������

�
�

�日
(水)

�����～�����
本庁市民相談室

�日
(火)

����～�����
ひれふりランド(浜玉)

��日
(金)

�����～�����
打上公民館(鎮西)

�
�

�日
(金)

����～�����
ひれふりランド(浜玉)

�����～�����
北波多公民館会議室
肥前支所���号会議室

�����～�����
厳木支所会議室
鎮西支所会議室

�日
(火)

����～�����
呼子公民館

�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

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｡

������
%&�'()*+,����������

�閉庁日を除く毎日 ����～�����
本庁市民相談室

�土･日･祝日 ����～�����
-./0123)*+,
��	�����
�	����

������
0123)*+,�����	����

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｡

������
��� 45 67�����������	�

��

�相談は無料です｡ 事前に申し込みが
必要です｡

� ��
-./89':;<��	�����
�
�
��

�
�

�日
(火)

�����～�����
唐津商工会議所

��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

労使間のトラブルや労働問題の疑問などについて無料で相談に応じます｡
�月�
日(月) �����～����� 市役所議会棟�階第�委員会室

�!"#$%��& -./=9>?���	���������		�

@ABC���D�	�

�月�日(水) �
���～�
���

EFG��

毎週火曜日 ����～�����

※�月��日(火)のみ夜間もあります
�����～�����

HIJKLMNOP
��D�	�

毎週木曜日 ����～�����

QR'(�����D�	�

毎月第�～第
水曜日
�����～�����

ST���D�	�

平日随時実施 ����～�����

UV���D�	�

�月�	日(金) �
���～�����

WXYZ[\]^�D�	�

�月��日(火) �����～�����

'(�)*+,-��./
%&'(��_�������
����
`�abcde



����� ����	�
� ��

��
����
����

���� テクニカルオペレーショ
ン科��人､ 機械加工技術科��
人､ 金属加工科��人､ 電気設備
科��人､ 住宅リフォーム技術科
��人､ 建築ＣＡＤ科��人
���	 �月�日(金)

�� �月�日(火)
��� �か月
��� 	��
～����

※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 (ただし､ 教科書代
などの費用は必要です)
��� 最寄りの公共職業安定所
���� 新たな職業に就こうと
する求職者で､ 受講意欲があり
公共職業安定所長から受講指示
または受講推薦を受けた人
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※	日の食事療法のみ���

～
���

｡ 実食もできます｡ (�食
�

円)
%'( 唐津赤十字病院
��� 無料

)*+,-./"���#����$

�������� ��!
��"��

��0 肝臓病について
% & �月��日(土) �
�

～����

%'( 済生会唐津病院�階会議室
1 2 �
人 34� 無料

567)*./"��	#	���$

�89:;�
<=…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
@A…記念行事､ 式典､ 祝賀会などに際してのお祝いに係る経費
BC…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
DE…来客､ 市政関係者との懇談､ 土産､ 記念品などに係る経費
7F…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
GHI…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｡
今回は､ 平成��年�月～�月分を公表します｡
� � � � �� � 	
�� � � � � �� � 	
��

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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`ab どなたでも受講できます
�cde 応急手当の重要性／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
% & �月�日(日) 	�

～���


%'( 消防本部�階講堂
1 2 �
人 ��� 無料
���	 �月��日(木)までに､
消防本部･消防署救急係・各分署
所にある申込書でお申し込みく
ださい｡

※土･日･祝日を除く���
～�����

012345�

 !fghijkl�mnL
"�����#�	#	���$
 !opqr7"�����#�
#	
��$

�月�日からの ｢憲法週間｣ に伴
い無料法律相談会を開催します｡

% & �月�日(火)
午前の部�
�

～����


午後の部���

～���



(受付は����
まで)
st�� �人�
分程度
%'( 佐賀県弁護士会館�階(佐
賀市中の小路�番�	号)
stde 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
st2 佐賀県弁護士会弁護士､
裁判所書記官､ 家庭裁判所調査
官
※予約不要 (当日､ 先着順で受け
付けます)
※駐車場に限りがありますので､
できるだけ交通機関をご利用く
ださい｡



����� ����	�
���

��� 保育士国家試験を受験する人
� � �/��､�/�･��､�/�
��� 佐賀県社会福祉士会館
(佐賀市八戸溝�丁目��番�号)
��� ��,���円(別途テキスト
代が必要です)
� � ���人程度
�� ! �月�	日(月)まで
※申込方法など､ 詳しくはお問い
合わせください｡

�������������
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./0 �月��日(水)
����頃～
���

※荒天時は､ 翌日以降に順延
./12 虹の松原・相賀・七ツ
釜・唐津ゴルフ場 (実施面積
��
.�ha)
345& エコワン�フロアブル
(主成分チアクロプリド) の�.�
倍希釈薬剤をヘリコプターによ
り､ �haあたり��リットル散布
します｡
6789
①散布当日､ 虹の松原内の道路に
おいて����から����頃まで通
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
に出さないでください｡
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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自動車の排気ガスや工場などか
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
応を起こして生成された光化学オ
キシダントの濃度が高くなり､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�時間値

が�.��ppmを超えた場合には､ 佐
賀県から光化学オキシダント注意
報が発令されます｡ この注意報は
テレビ・ラジオ・インターネット
や行政放送などでお知らせします｡

光化学オキシダント注意報が発
令されたら､ 次のように行動して
ください｡
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｡ 健康被害にあったときは､
市役所 (本庁生活環境対策課ま
たは各支所市民福祉課)や唐津保
健福祉事務所にご連絡ください｡

市報からつ�月号などで募集していました市民リポーターに
�人を任命しました｡
地域の身近な話題やかくれた魅力を市ホームページや市報か

らつで発信していきます｡
取材の際はご協力よろしくお願いいたします｡

������������������������ ����				
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ＰＡ連携とは､ 消防車 (Pumper) が､
救急要請の内容により出動し､ 救急車
(Ambulance) の活動を支援する連携活
動のことで､ 双方の頭文字から ｢ＰＡ｣
と呼ばれており､ 全国的に実施されてい
ます｡

�������	
��

�心肺停止が疑われるとき
�階段や通路などが狭く､ 救急隊だけで
は搬送が難しいとき

�交通量が多い道路などで傷病者や救急
隊員の安全を確保する必要があるとき

消防車がＰＡ連携で出動するときは
｢ウーウー｣ のサイレンを鳴らしますの
で､ 唐津市災害情報メール､ チャンネル
からつ､ ぴ～ぷる放送で【出動情報】と
いうタイトルでお知らせします｡ また､
唐津市ホームページのトップページ ｢災
害・緊急情報｣ 欄にも掲載します｡

唐津の美しい自然を後世に引き継ぐために

����������������������������				����
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※集合場所･時間は各地区で決定します｡
※小雨決行｡ 雨がひどいときは､ 各支所市民福祉課にお問い合わせください｡

※小雨決行｡ 雨がひどいときは中止します｡ 中止の場合はチャンネルからつで
当日午前�時からお知らせします｡
※ごみ袋は､ 受付時に配ります｡
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������ �月�日～�月�日／ふるさと会館アルピノ

��������������� 旧唐津銀行／中里逢庵コレクションより古唐津の名品

!�"#$%&%'()*+,-./*+0�1(

唐津焼と春のお呈茶席､ 唐津焼テーブルコーディネート展示販売､ スイーツカフェ＆ビアガーデン

若手陶芸作家による展示販売､ まちなか物産市(�/�)､ まちなかパネル展など

+234�*5	���6789:;< �月�日～�月�日／アルピノ発着／要予約(※)／有料

��=�">?@ ABCDE� �月�日／唐津駅発着／要予約(※)／有料

※定員になり次第締め切ります
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相知地区

�/��(日)

厳木地区
�/�(日)

北波多地区 七山地区
肥前地区

呼子地区 �/��(日)
鎮西地区
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東の浜 国民宿舎西側駐車場､
松原屋 (旧二軒茶屋)､ 海浜館

����
西の浜 北坊主町交差点から北へ直進

および早稲田佐賀高校北側海岸
幸多里浜 海水浴場駐車場
相賀の浜 北浜海水浴場入口
浜崎海岸 三本松キャンプ場前
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呼子中学校の�人の生徒が､ 平成��年度善行児童

生徒表彰 (県教育長表彰) を授賞し､ 唐津市教育長を

表敬訪問しました｡

平成��年�月�日の正午頃､ 部活動の帰り道､ �人

は養護老人ホーム近くの路上で車椅子のお年寄りを発

見しました｡ 車が通りかかっても避けようとしないの

で声を掛けたところ､ お年寄りは突然 ｢死にたい｣ と

言って急な坂を下ろうとしました｡ 危険を感じた�人

は手分けをして､ お年寄りを落ち着かせるために声を

掛けたり､ 養護老人ホームに助けを求めたりしました｡

�人の行動により､ 危うく難を回避することができ

ました｡ (�月��日 教育長を訪問)
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相知町天徳の丘運動公園東側の佐賀大学唐津サテラ
イト工房 ｢天徳｣ で ｢第�回からつ農陶祭｣ が開催さ
れました｡
このイベントは､ 地元の農業と窯業を繋げながら､

唐津らしい文化を発信するため佐賀大学 ｢ひと・もの
作り唐津｣ プロジェクトと､ 農陶祭実行委員会の主催
により開催されました｡
会場では､ 市内の各地域で独自に栽培されている野

菜や若手陶芸家の作品などの展示販売と唐津の食材で
作った郷土料理を唐津の器で食べる試食会のほか､ 陶
芸家の指導によるロクロ体験､ 登り窯の窯焚きの見学
会などが行われ､ 市内外から訪れた多くの参加者で賑

にぎ

わいました｡ (�月�日開催)

�����������������

老朽化に伴い､ 安全・安心な学校づくりのために､ 改
築を行っていた大志小学校の校舎がこのほど完成しまし
た｡ 児童たちは�月から新しくなった校舎で授業を受け
ています｡
新校舎は､ 鉄筋コンクリート造�階建､ 床面積は�,���
㎡､ 市内の小中学校では初めてエレベーターや太陽光発
電を備えています｡ 外観は城内地区の景観に配慮したデ
ザイン､ 内装には唐津産の杉を使用しています｡ 建築工
事費は､ 約�億円｡
引続き､ 旧校舎解体､ 屋内運動場やグラウンドなどの

整備を行なっていきます｡ (�月�	日落成)
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北波多社会体育館で､ 北波多文化連盟主催に

よる北波多文連まつりが開催されました｡

ステージ部門では､ 各団体による､ 謡曲､ コー

ラス､ 舞踊などが披露され､ 展示部門では書道､

華道､ 手芸など多くの力作が展示されました｡

最後は､ 地元特産物のお楽しみ抽せん会で締

めくくられ､ 多くの来場者で賑わいました｡

(�月��日開催)
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第�回唐津・虹の松原ツーデーウオーク行わ

れました｡
これは同実行委員会が昨年から開催している
イベントで､ 松浦川運動公園を発着点にして距
離別に�つのウォーキングコースが用意され､
オールジャパンウオーキングカップなどの認定
大会にもなっているものです｡
当日は､ あいにく小雨まじりの天気でしたが､
県内はもとより全国各地からウォーキングファ
ン約�,���人が参加し､ 唐津の風情ある街並
みや虹の松原などの豊かな自然を満喫しました｡

(�月��日･��日開催)

� !�"#$���%�&'()*+
厳木地区青少年育成協議会の講演会が､ 厳木コミュニティ
センターで開催されました｡
臨床心理士の吉村春生さんを講師に招き､ 現代の子どもた
ちが抱える悩みやＳＯＳのサインに対する接し方をテーマに

講演がされました｡ 子育てには安心
感を与えることが大切で､ ｢聞き上
手は育て上手｣､ ｢親にも安心感が必
要｣ など大変ためになる講話に､ 参
加者は大きくうなずきながら耳を傾
けていました｡ (�月��日開催)

�,-�./01234���567�8
名護屋城跡周辺で｢第��回さくらと陣跡ウォーク｣が開催

され､ 県内外から約���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一気に開
花しそうなほど絶好の天気でした｡ 自分のペースで歩く人や､
名護屋城跡のガイドによる説明を聞きながら歩く人などさま

ざまでした｡
終了後には､ 郷土料理の ｢い
りやき｣ が振る舞われたり､ 地
元の野菜などが当たる抽せん会
が行われたりし､ 参加者は大満
足の様子でした｡

(�月��日開催)

�9:��;<�=>?@	AB
第�	回七山文化祭が七山公民館で開催されました｡
丹精こめて作られた陶芸や手芸などが展示され､ 大ホール
では小中学生が製作した作品などが展示されました｡ 舞台発

表では保育園児や小中学
生をはじめ各文化サーク
ル団体の発表が行われ参
観者から温かい拍手が送
られていました｡

(�月�
日開催)
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納所住吉神社の秋季大祭として開催される ｢納所くんち｣
の東地区の山笠台車が､ 宝くじの助成金を受けて新調され､
完成式が行われました｡
山笠関係者や台車を作成した大工らが集まり､ 住吉神社の

神主による安全祈願が行われま
した｡
今年は､ 祭神が住吉宮に鎮座
して���年目を迎える年で､ �
月には�年ぶりに東西�台の山
笠の巡幸が予定されています｡

(�月�
日開催)
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