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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)

���	


�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)､ 口座振替希望の人は通

帳と通帳の印鑑
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���	
 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
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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
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�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
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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)
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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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BCDE 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)

FG�) 

�印鑑 �窓口に来た人の本人確認書類

�住民基本台帳カード (持っている人のみ)

H ) IJKL M�NOP3QRSTA

�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

�子どもの医療費受給資格証
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FG�) 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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FG�) 所有者(名義人)の印鑑､ 標識交付

証明書､ ナンバープレート
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/0123�4 5#67#$8+,-!.-/0�12345678

住基カード (住民基本台帳カード) を使って､

転入届・転出届の手続きをすると､ 新住所地の市

区町村で､ お持ちの住基カードをそのまま使うこ

とができます｡

BCtu�vw 住基カードをお持ちの人 (同時

に転出・転入をする同じ世帯の人もできます)

/0123�4 5#$8

BCDE 引っ越し予定日前まで

＊引っ越し予定日前までに届け出ができない事情

がある人は､転出してから��日以内に届け出を

してください｡転出してから��日以上経過した

場合や､転出予定日から��日以上経過した場合

は､住基カードを継続して使用できなくなります｡

/0123�4 5#68

BCDE 引っ越した日から��日以内

＊手続きには､ 住基カードの提示と暗証番号の入

力が必要です｡ (同時に住所が変わる同じ世帯

の人が手続きをする場合も､ 住基カードの提示

と暗証番号の入力が必要です)

9:;<�=*+


e-Tax (イータックス) などを利用していた人

は､ 住基カードのICチップの中に電子証明が入っ

ています｡

転出したときに失効するので､ 転入先の市区町

村で改めて手続きをする必要があります｡
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� � �月�日(日) �����～�����

��� 相知交流文化センター サライホール
��� 無料
	
�� ������������

��������	
����� ������
��������	��

���� �������
�� !"#$%&'()*+,-.
西日本から��チームの選手が唐津に集い､ 虹の松

原でタスキをつなぎます｡ 沿道での温かい応援をお願
いします｡
� � �月��日(日) スタート�����

��� 虹の松原～浜玉町浜崎
���� ｢国民宿舎虹の松原ホテル｣ と ｢デイサー
ビス ひかりの里｣ の間を�����から�����まで
全面通行止めにする予定です｡(時間は前後する場合
があります)
ご理解とご協力よろしくお願いします｡
	
�� �����������������

春を迎えた旧高取邸で穏や
かな時間とあらたな発見を楽
しみませんか？ あなたの心
に響く ｢魅

も

力
の

｣ 探しをボラン
ティアガイドがお手伝いしま
す｡
�� 市内在住または勤務している人(高校生以上)
� � �月��日(土)①�����～����� ②�����～�����

�月��日(日)③�����～����� ④�����～�����

※旧高取邸ボラティアガイドの会がご案内します｡
��� 旧高取邸(北城内)
! " 各回��人程度 #$� ���円(呈茶付き)
%&'( 電話またはファックス､ Eメールでお申し
込みください｡
	
�� )*+,��-./0�����	��

�1�2�������	
����������������
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棚田一面の黄色い菜の花の中をハイキングしてみま
せんか？山の緑と黄色い菜の花のグラデーションが織
り成す景観で､ 心と体を癒してください｡
ゴールには昼食会場として､ 屋台村が待っています｡
棚田米が当たる抽せん会もあります｡

� � �月��日(日) 受付����� スタート�����

��� 蕨野棚田交流広場(相知町平山上)集合
��� 棚田を巡る約�km
#$� 小学生以上�,���円

(棚田米おにぎりなどが付きます)
3456 ���人(先着順) %&78 �月��日(金)まで
※電話でお申し込みください｡
%
&9:;	
�� <=�>?@ABC"D

�EFGHIJ�K ���������

/0�1234�56	&789:;

K L コンクール(予選･決勝)
歌謡ショー
ゲスト 川

かわ

野
の

夏
なつ

美
み

さん
� � �月��日(日)

開場	��� 開演�����

��� 唐津市民会館
��� 前売券 �,���円

当日券 �,���円
MNOPQNH

村田英雄記念館(観光協会相知支所)
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R=STUVW�����	����

���:2<=>?�

K L

�普段は入れない歴史的建造物の一般公開

�歴史遺産を楽しむカフェ､ ライブ､ 写真展など

�歴史的建造物を巡るツアー
※内容は変更になることがあります｡
� � �月	日(土)･��日(日)
��� 旧唐津銀行､ 水野旅館､ 綿屋旅館､ 小笠原記念
館､旧藤田家住宅､唐津神社 など
��� 無料
	
�� XYZ������������

@A�BC�DEFGHI
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���� ���������� ��������
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今回は ｢もう一度みたい！｣ という声にお応えして､
これまでの中里家寄贈品展で紹介したものを中心に､
古唐津の優品や陶片をご紹介します｡

� � �月��日(水)～�月��日(水)
�����～�
���(入館は�����まで)

��� 近代図書館美術ホール

[W\ 月曜日･�月��日(水･祝)･�月�日(水)

]^� 無料
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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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����� ������� �������� 大名小路

������ ������ �������� 浜玉町浜崎

������ ������ �����	�� 鏡

������������� ��	�		
� 相知町相知

�	���� �������� ����	��� 鏡

������ ������ ��	����� 鎮西町塩鶴
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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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毎週月曜～金曜日 (祝日除く)
�����～�����
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※時間はお問い合わせください｡
��./0'(123.�45678

毎週月曜～金曜日 (祝日除く)
�����～�����

��������

��������	�����

����)*

�/�･
･��･��･�


��&9��)* (祝日除く)

�毎週月･水･木･金曜日
�����～�����

�毎週火曜日 �����～�����

�毎週土曜日 ����～�����

�����

�����������
��

�/:;<,-�

�毎週月曜～金曜日､ �/
(土)
(祝日除く)

※�/�
(金)はお休みします｡
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毎週 月･水･木･金曜日
(祝日除く) �����～�����
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� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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�������������������
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��&9��)*
毎週水曜日 (祝日除く)

�����～�����
�JKLM�?
�毎週月曜～金曜日 (祝日除く)

�����～�����
�毎週土曜日 ����～�����

*+���

���KL���������

�4�4�'(
�/�･��･��･��･��･�	

�����～�����

,-./0&!�"#$%&'(

MN������������

��N%&'(
(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) �����～�����

�12���

OP�QRS���������

�.>
�<0#49P=Q���
�RSTUVW�XYZ&[
毎週土曜日 �����～�����
近代図書館�階 子どもコーナー
�\]^TUXYZ&[
�/�･
 �����～�����
近代図書館�階 子どもコーナー

��_STU`abcde�#
�/�� 受付�����～�����
��_STUf9f9=Q���
�/�� �����～�����
近代図書館�階 子どもコーナー

34567

TU������
	��

=gXYZ&[�
�RShSiTUVW�XYZ&[
�/�･�� �����～�����
相知図書館児童室

,-567

MN�MN�����	��	
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I�
mn<.op:q
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89���

P������
	
�

�sas�'( (祝日除く)
毎週火･水･金曜日･第�土曜日

����～�����
※�/�
(金)はお休みします｡
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毎週月･水･金曜日(祝日除く)
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おめでとうございます
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�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
(金)

�����～�����
七山支所�階相談室

��日
(月)

�����～�����
本庁市民相談室

��日
(火)

�����～�����
厳木支所�階会議室

	�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


��	
�������������

�
	

�日
(木)

����～�	���
七山公民館

�	日
(火)

����～�	���
ひれふりランド(浜玉)
呼子公民館

�����～�����
肥前支所��	会議室

��日
(水)

�����～�	���
北波多老人憩の家

�����～�����
本庁第�会議室

��日
(月)

�����～�����
鎮西支所相談室

��日
(火)

����～�	���
厳木支所�階会議室

	�日
(木)

����～�	���
相知支所別館会議室

�
	

�日
(木)

����～�	���
七山公民館

�日
(火)

����～�	���
ひれふりランド(浜玉)

��日
(水)

�����～�	���
北波多老人憩の家

��	
�� !"#$�����������
����������

�
	

�日
(金)

�����～�����
鎮西支所会議室

�日
(水)

�����～�����
本庁市民相談室

�日
(木)

����～�	���
七山公民館

�	日
(火)

����～�	���
ひれふりランド(浜玉)

�
	

	日
(水)

�����～�����
本庁市民相談室

�日
(木)

����～�	���
七山公民館

�日
(火)

����～�	���
ひれふりランド(浜玉)

�閉庁日を除く毎日 ����～�
���

本庁市民相談室

%&'()*+,-./

��������	������

土･日･祝日 ����～�
���

�����	
()*+,-./����������

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｡

�����	
��� 01 23����������
��

4567���8���

	月�日(水)､ �月	日(水)
�����～�����

9:;��

毎週火曜日 ����～�����

※	月��日(火)は夜間もあります
�
���～�����

<=>?@ABCD���8���

毎週木曜日 ����～�����

EFGH�����8���

毎週水曜日 �����～�����

※	月	�日(水･祝)はお休みします｡
IJ���8���

平日随時実施 ����～�
���

KL���8���

	月��日(金) �����～�����

MNOPQRST�8���

	月��日(火) �����～�����

�����������	
UVGH��W������	�
��
XYZ[\]

仕事､ 育児､ 家庭､ 健康などの相談
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｡

�����	
UV�GH,-./����������

	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｡事前に予約が必要
です｡

���	
%&'^_G`ab��������	�	�	��
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・｢小
お

布
ぶ

施
せ

の風景と観光｣
セーラ･マリ･カミングスさん
・｢風景からはじまるデザイン｣
梅原真さん

	
���������

｢風景に出会う旅～唐津の観光と
デザインを考える～｣
� � �月��日(水･祝)

開場����� 開演�����

��� 国民宿舎虹の松原ホテル
��� 無料
� � ���人(先着順)
�� ! 名前､ 住所､ 団体名､
参加人数､ 電話番号を記入し､
ファックスまたはＥメールでお
申し込みください｡

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

������ ���	
��

���������

ゆめさが大学では､ 学習を通じ
て高齢者が生きがいのある豊かな
人生を送ったり､ 地域活動リーダー
として活躍することを応援します｡
-./0
県内在住のおよそ��歳以上の人
で学習に熱意があり､ 卒業後は地
域のリーダーとして活動できる人
1�23
45 �月から平成��年�月ま
での�年間(年間��日)
456 �月から平成��年�月
までの�年間(年間��日)

1�78 高齢者ふれあい会館りふれ
-.29 �月�	日(金)まで
� � 大学	�人 大学院	�人
※大学院は､ゆめさが大学(佐賀
県高齢者大学)卒業生に限りま
す｡
※応募者多数の場合は抽せんし
ます｡

:;�
<5= �万円(大学のみ)
1��>? �万	千円(年額)
※�	歳以上の人は�万	千円

<5@�AB78
高齢者支援課､ 各支所市民福祉
課､ 各公民館､ 老人クラブ連合
会事務局 (りふれ�階)

CDEF45GHI
%%J*KLMNOPQRSJT*
%�����&	�&
���*

���� !"#�$%&'(�
�����

� � 宇宙の謎やヒッグス粒子､

国際リニアコライダーについて

分かりやすく解説します｡

※国際リニアコライダーとは､ 宇

宙誕生の謎にせまる素粒子物理

学の実験施設です｡ 現在本市を

含む脊振山地などが候補地とし

て挙がっています｡

UVW どなたでも参加できます｡

� � �月��日(土)

�����～�����

��� 唐津シーサイドホテル

1�� 無料

� � �	�人

�X�Y

からつ大学交流連携センター

(�����	�	 FAX����	��)

Z[\]$%���&����*

UVW 市内在住で��歳以上の人
�^_23 �月から�年間 ��� 高齢者ふれあい会館りふれ
�� ! 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｡
��29 �月�	日(金)まで
�^��`abcd>? efghig�hjklmn

)*+&, -&.��

opqrlstuvwQGHI%���&�	
�*
x�
�&����yz{	|}���&
~�W����Q�����

�^� ��c d3 1���Qh>?

��� 火･金曜日 �����～�	��� 月�,	��円程度

�� 水曜日 �����～����� 月�,���円程度

�:� 第�,�,�木曜日 �����～����� 年�,���円程度

c� 第�,�,�木曜日 �����～����� 月�,	��円程度

����� 第�,�火曜日 
���～����� 月�,���円程度

��
第�,�火曜日 �����～����� 月�,���円程度

第�,�金曜日 �����～����� 月�,���円程度

��� 第�,�水曜日 �����～�	��� 月�,	��円程度

�� 月曜日 �����～�	��� 月�,���円程度
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楽しいレクリエーションを活用
したコミュニケーション術を学び､
地域を元気にしていきましょう｡
	
� どなたでも参加できます｡
�  �月�日(土)

�����～�����

��� 高齢者ふれあい会館
りふれホール

��� 無料
� � 森 恵

え

美
み

さん(武雄市レク
リエーション協会会長)
���� 男女共同参画・地域づ
くり課に電話またはファックス
でお申し込みください｡
���� �月�日(木)まで

������ !"#$%&
����'����()*��'����+

)*+,-.�/0
1234567�89

県では､ 障害のある人のパソコ
ン活用能力向上のために､ パソコ
ン教室を開きます｡
	
� 障害者手帳(身体･精神･知
的)を持っている人
� 

,-./012

�月�	日(月)･��日(火)の


日間 �����～�����

3456/012

�月
�日(木)･

日(金)の


日間 �����～�����

��� 唐津市文化体育館資料室


7�� テキスト代���円
8 9 各教室��人程度
���� 電話､ ファックス､ E
メールでお申し込みください｡
���� �月��日(金)まで

:;<=>���?@-A5BC-
��$DEF
����	�'�
'
���()*��	�'�
'
���+
��-6�������	
��������

:;89<=>'(

� 

GHIJK �月から翌年�月まで
の毎週土曜日�����～�����

GLM �月から�月までの
毎週水曜日�����～
����と
毎週土曜日�����～�����

��� 文化体育館弓道場
7�� �人�,���円(�か月分)
8 9 ��人程度
���� 住所･氏名･年齢･職業･
電話番号を記入し､はがきかファッ
クスでお申し込みください｡
���� �月
�日(水)まで

NOPQRS��T()*��'�	��+
U���'���	 VWX�'��

郷土に残る古文書の解読とその
歴史的背景を学びます｡ どなたで
も受講できます｡
�  毎月第
･�火曜日

�����～�
���

※初回は�月�日(火)から
��� 近代図書館�階会議室
8 9 
�人(先着順)
7�� 年間
,���円
���� �月
日(火)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･年齢･
電話番号をお知らせください｡

ABC�DEFG$G>'(

Z[\] �̂���'��
�()*��'�	��+

HIJK=L��MNOP3
QR4MN4STUVWX�$
<=&'(

	
� 市内在住の人
�  �月��日(木)

�����～�����

��� 高齢者ふれあい会館りふれホール
7�� 無料 89 
��人
※電話でお申し込みください｡

NO_`abcd5BC-
efghij���	'����+

���	
��������
������

｢我が社こそは｣ と思う企業は､
ぜひご応募ください！
klmnYo

�ポジティブアクション推進企業
女性の能力発揮を促進するた

めに積極的な取り組みを実施し
ている企業

�ファミリーフレンドリー企業
仕事と育児･介護の両立支援の
取り組みを実施している企業
pk�� 所定の応募用紙に必要
事項を記入し､ 自己採点の上､
郵送またはファックスで応募し
てください｡ ※応募用紙はホー
ムページからダウンロードでき
ます｡
pk�� �月��日(日)まで

:;qrstuvw2
U���'���� :;_xyIz�
{|�'�� :;}~����
����	�'��'���� ()*��	�'��'����+
��������������
��
	��	
��������������

��YZ[\]�^_\89$
`abc�ad<=&'(

�  �/�・��・
�､ �/�
�����～�����

※��日の食事療法のみ�����
～�
���｡ 実食もできます｡
(�食���円)

��� 唐津赤十字病院
7�� 無料
※電話でお申し込みください｡

NO���������'	���+

市が報道機関に提供した市政情報
(記者発表資料)を公開しています｡
����
①市役所本庁市民課前ロビーに閲
覧用ファイルを設置
②ホームページに掲載
※平成
�年��月以降に提供した
資料を公開しています｡

e&fghijklVm� n

����&����'����+
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加
か

部
べ

島
しま

の北の端にある牧場は､ 呼子大橋を渡っ
て農道を進み細い道を行くとたどり着きます｡ 沢
山の牛が放牧されていました｡
この日は､ お天気は良かったのですが風は冷た
く､ 牛たちは牛舎の近くの丘で動かずにじっと立っ
ていました｡ なぜか同じ方向を向いて立っている
のは､ 温かい太陽のほうを見ているのでしょうか｡
海の景色を眺めながら遊歩道を進んでいくと､
白い灯台がありました｡ さらに行くと草原や灯台
が見渡せる東

あずま

屋
や

のような展望所があり､ そこから
眺める青い海と打ち寄せる白い波､ 周辺の島々が
きれいです｡
時折通る船などを眺めていると､ とても心地よ
い気持ちになりました｡ 暖かくなったらお弁当を
持って出かけてみたいと思います｡ 小さいお子さ
ん連れにもいいと思いますよ｡

(�月��日 呼子町加部島)

����������������������������				
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皆さんが納めている県民税の均等割額のうち､���円
は佐賀県森林環境税です｡
森林環境税は､ 公益的な役割をもつ大切な森林を守

り､ 豊かな森林へ育てていくために使われています｡

�������������
������� !"#$�%&
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���� !"��������������	�

労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが
原因で中皮腫や肺がんなどを発症した人に､ 労災保険
法による労災保険の給付や石綿救済法による特別遺族
給付金が支給されます｡
石綿による疾病は､ 石綿を吸ってから非常に長い年

月を経て発症することが大きな特徴です｡
中皮腫などで亡くなった人が､ 過去に石綿業務に従

事していた場合には､ 労災保険給付などが支給される
可能性がありますので､ 佐賀労働局または唐津労働基
準監督署にご相談ください｡
制度のご案内は､ 厚生労働省のホームページでもご

覧になれます｡

'()*+�,-./012345�
6789:1;<=

����� ��#$%���������������
&'#$()*+,����������

����� &'-./0�����1���	��
���

唐津観光協会では､ 都市圏の中学・高校の修学旅
行生を家庭で受け入れる ｢民泊｣ 事業を行っていま
す｡ (ボランティア事業ではありません)
この事業は､ 修学旅行生�～�人�組で､ 農家や漁

家の皆さんの各家庭で､ 畑仕事や魚釣りなど､ その
家庭でできる簡単な生活体験を織り交ぜて�泊�日を
過ごします｡
都市圏から来る生徒たちは､ 都会の喧

けん

噪
そう

を離れ､
自然豊かな環境の中での生活を体験し､ 生き生きと
した表情になって帰って行きます｡
｢民泊｣ に関心がある､ 興味がある､ 話を聞いて

みたい人は､ お気軽にお問い合わせください｡

>?@A�BCDEFG$3HIDJK%�L

����� 234567��
	����
8�����

最近､ 燃えるごみの中に､
｢鉄・陶器類｣ などの燃え
ないごみが混ざっていて､
ごみを燃やす焼却炉が故障
し､ 機械の停止・修理が続
いています｡
皆さん､ ごみは確実に分別してください｡
9���:;<=>?@�

� ｢家庭ごみの分け方・出し方｣の表を確認し､正しく
分別してください｡ (表は各家庭に配付しています)

�清掃センターに持ち込む場合は､ 燃えるごみ・燃え
ないごみなどに分別し､ 袋に入れて持ち込む場合は
中身が見える透明な袋に入れてください｡

�������	
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北波多中学校でＰＴＡ主催の ｢�年生を励ます会｣

が開かれました｡

受験勉強をがんばる子どもたちに､ 楽しい時間

を過ごしてほしいと､ 愛情たっぷりのカツカレー

が振る舞われました｡

保護者から一人ひとりにメッセージカードが手

渡され､ 地域の先輩や小学校�年生の時の担任の先

生からは激励の言葉がかけられました｡ 生徒達は､

入試に向けて決意を新たにしました｡

(�月��日)

���������	
���

菜畑の末
まつ

盧
ろ

館で､ 文化財防火デーに伴う文化財防火

訓練が行われました｡

文化財防火デーは､ 昭和��年�月��日に奈良県の

法
ほう

隆
りゆう

寺
じ

金
こん

堂
どう

が炎上し､ 壁画が焼損したことから文化財

保護の意識を高めようと定められたものです｡

訓練では､ 消防隊員が館内に残っている人を救出し

たり､ 唐津消防団長松分団の団員らが手際よくホース

を連結して放水したりしました｡ 末盧館職員は文化財

を外に持ち出したりするなど､ 万一に備えて手順を確

認していました｡ (�月��日)

������
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�
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������ �

打
うち

上
あげ

中学校武道館で ｢浄庵様まつり｣ が行われ､ 打上

中学校の生徒､ 打上小学校�･�年生､ 打上地域の人たち

合わせて約��	人が参加しました｡

浄庵は､ 江戸時代初期に現在の鎮西町菖
しょう

蒲
ぶ

に住み着い

た行僧で､ 徳行を重ね､ 村民に尊敬された人物として語

り継がれています｡

まつりでは小学生の紙芝居や､ 地元の人による浄庵の

話などがありました｡ 最後に今年�月で閉校する打上中

学校の生徒が ｢浄庵の心を大事にし思いやりの心を持っ

て､ 新しい中学校でも頑張ります｣ と誓いました｡

(�月�
日)
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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｡

これは､ 大正時代に行われた ｢ちょうちん落

し｣ が始まりといわれる､ 全国的にも珍しい放

水競技です｡ �ｍの高さに吊
つ

るした瓦を落とす

までの早さと､ 各操作の正確さを競います｡

時折小雨の降る中､ 見学者に見守られながら､

各部とも一致団結して終始真剣に競技に取り組

んでいました｡ (�月��日)
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旧七山小学校グラウンドで七山消防団による

｢第�回ちょうちん落とし競技｣が行われました｡

ちょうちん落としは､ 各分団から�台ずつ消

防車両を出し�組に分かれ､ いかに正確に早く

｢ちょうちん｣ を落とすかを競う競技です｡

消火活動の基本となるポンプ操法の技術を高

めることにも繋がります｡ 競技を行う団員たち

が一致団結し､ちょうちんを落とすと､見学者か

らは温かい拍手が送られました｡ (�月��日)

�� �!"#�$%�&'�()
呼子公民館で成人式が開催され､ 振りそで姿やスーツ姿の
新成人��人が大人の仲間入りをしました｡

式典では､ 新成人一人ひと
りが今後の抱負や､ 両親への
感謝の気持ちを述べました｡
また中学時代のアルバムを編
集したスライドが映し出され
ると､ 懐かしそうに見入って
いました｡ (�月�日)

�*+�,-)./01234)56789
厳木コミュニティセンターで成人式が開催され､ 華やかな

晴れ着姿の新成人��人が出席しました｡

式典では､ 新成人代表の

山
やま

口
ぐち

泰
たい

平
へい

さんが､｢今日の感

動と皆さんの言葉を忘れず､

社会に貢献できるよう一生

懸命に生きていきます｣ と

誓いました｡ (�月��日)

�:;�<=>?@A0BCD�EFGHI
浜玉消防団は､ 昨年末､ 年末特別警戒を行いました｡
年末特別警戒は､ 火災予防を一層強化し､ 地区住民が安心
して新年を迎えられるようにと､ 毎年行われています｡

団員らは､ 午後	

時から各部の詰所に
集まり､翌朝�時まで
交代で防火パトロー
ルや警戒活動にあた
りました｡
(��月�
日･��日)

�JK�L4M0NO
PQ)R-
肥前文化会館 ｢ハーモニー｣ で成人式が開催され､ 新成人

	�人が参加しました｡
石
いし

田
だ

麗
れい

奈
な

さん (写真)と坂
さか

口
ぐち

颯
はやて

さんが新成人の決意を述べ､
川
かわ

原
はら

悠
ゆ

衣
い

さんが､これまでお世話になっ
た人たちへの感謝の気持ちを伝えまし
た｡
会場は､ 旧友や小中学校の恩師との

久しぶりの再会を喜ぶ笑顔であふれ､
思い出話や近況報告で盛り上がりまし
た｡ (�月�日)
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