
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

 地区自治協議会では、３月～４月にかけ、新年度の補助事業申請（３月理事会で承認）、補助

事業実績報告、地域の絆づくり支援事業実績報告、平成３０年度事業報告、事業決算書（４月１

８日監査）の作成や、２０１９年度予算案、事業計画案について各部会と協議を進めてまいりま

した。５月１４日 総務会、５月２８日 理事会を経て、６月６日の広田地区自治協議会総会に

提案いたします。 

 また、５月には、各部会の総会が開催されています。 

皆様には総会終了後、事業実績、事業計画、決算、予算の概要や、各部会の事業計画について

「自治協だより」でご報告いたします。 

 

【【【【自治協議会自治協議会自治協議会自治協議会からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ】】】】    
１１１１    地域地域地域地域コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ推進事業補助金推進事業補助金推進事業補助金推進事業補助金についてについてについてについて    

  〇昨年 10 月の「市政懇談会」において要望していました、人口要件を考慮した補助金増額

について、増額配分が実現しました。 

  〇地区自治協議会の運営・活動補助金、現行 800,000 円が 271,000 円増額され、1,071,000 

   円となります。各部会の事業の充実を図ってまいります。 
 

２ 地域避難所自主運営試行地域避難所自主運営試行地域避難所自主運営試行地域避難所自主運営試行事業事業事業事業についてについてについてについて 

  〇災害が予見されるときの避難先は、「指定避難所」である広田地区公民館に加え、近くて

安全な「避難しやすい身近な避難所」があることも重要となります。 

そこで、地域の町内会公民館や集会所等を「地域避難所」として自主開設運営し、どのよ

うな効果・問題・課題があるのか検証する試行事業です。 

〇地域避難所とする施設については、「事前協議書」を提出し利用可否が判断されます。 

  ※詳細については、各町内の自治会長又は自治協事務局（TEL37-6640）にお尋ねください 

 

３ 長崎県防災推進員長崎県防災推進員長崎県防災推進員長崎県防災推進員（（（（自主防災自主防災自主防災自主防災リーリーリーリーダーダーダーダー））））養成講座養成講座養成講座養成講座のののの受講生募集受講生募集受講生募集受講生募集についてについてについてについて 

  〇開講場所 ： 広田地区公民館（今回は佐世保会場、しかも広田地区公民館です） 

  〇開講日  ： 令和元年 10 月 20 日（日）、10 月 26 日（土）、10 月 27 日（日） 

          3 日間の開催です 

  〇受講対象 ： 地域・職場の防災の担い手やそれを目指す方で、県内在住または在勤の方 

  〇募集人員 ： 120 人（定員になり次第締め切り） 

  〇申込期間 ： 令和元年 9月 13 日（金）必着 

  〇受講料  ： 無料（防災士資格取得試験の受験をされる方は、受験料が必要です） 

  ※※※※詳細詳細詳細詳細についてはについてはについてはについては、、、、各町内各町内各町内各町内のののの自治会長又自治会長又自治会長又自治会長又はははは自治協事務局自治協事務局自治協事務局自治協事務局（（（（TEL37TEL37TEL37TEL37----6640664066406640））））におにおにおにお尋尋尋尋ねくださいねくださいねくださいねください。。。。    
 

 

自治協だより 
６月号 

 

広田地区自治協議会 

令和元年がスタートしました。 

皆様も新しい生活のスタートを元気よく切られたこ

とと思います。 

最近、交通事故のニュースで、何も落ち度のない

方々が犠牲になる悲惨な事故がたびたび報道されて

います。車は大変重要なツールでありますが、凶器に

もなります。車を運転するときは、時間に余裕をもっ

て、イライラしない、スピードは控えめに、思いやりの

心でお願いします。 

  

広田地区公民館だより広田地区公民館だより広田地区公民館だより広田地区公民館だより    
    

第第第第 230230230230 号号号号    令令令令和和和和元元元元年年年年 6666 月号月号月号月号    

����    ３９３９３９３９－－－－２７３７２７３７２７３７２７３７    

◆場所 広田地区公民館 1Ｆ洋室（第 1 講座室）  

◆対象者 佐世保市内在住のおおむね 65 歳以上の方 

◆定員 25 名 ※定員になり次第〆切 

◆日時・内容 各回水曜日 4 回コースの教室 

 

 

 

 

 
 

◆申し込み開始日 6/10（月）から 

◆持ち物 飲み物・タオル・筆記用具 ※動きやすい服装でお越し下さい 

◆申し込み先 長寿社会課 高齢支援係 ☎24-1111 内線 5326 担当：池田・野副 

第 1 回 転倒予防体操 7/10（水）9：30～11：30 

第 2 回 認知症予防 7/17（水）9：30～11：30 

第 3 回 低栄養予防 

栄養バランス 

7/24（水）9：30～11：30 

第 4 回  お口の健康 7/31（水）9：30～11：30 

   「いつまでも自分の足で歩き 

たい」「住み慣れた自分の家で過ご 

したい」「趣味など好きなことを続け

たい」と思っているけど、実際に何 

 をしたらいいのか分からない方に 

   お勧めの教室ですよ！ 

 

 

 

健康増進法の改正により、令和元年 7 月 1 日から公民館は敷地内禁煙となります。 
利用者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

世界で一番やさしい光を放つといわれるホタルの季節がやって来ました。佐世保市では、市

民のみなさまからのホタルの目撃情報をネットで提供する「ホタル目撃情報マップ 2019」を

公開しています。目撃情報をもとに随時更新していますので、ホタルを目撃した方は、市役所

までお知らせください。あなたのとっておきのスポットを佐世保市や広田の名物スポットに

しませんか？！ 

またホタルが放つ幻想的で魅惑的な光の軌跡を楽しむと共に、ホタルを通して佐世保の自

然環境についてもみんなで考えていきましょう。 

みなさまからのたくさんの情報をお待ちしております！ 

◆お知らせ方法◆ 

 ①電話もしくはメール（FAX 可）佐世保市役所 環境政策課 迄 

TEL 0956-31-6520  FAX 0956-34-4477 

Mail
 

②佐世保市 HP「ホタル目撃情報登校フォーム」 

 

  衣替え  

ピチピチのシャツ 

子だけほめ 

広田地区公民館長 作 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 『食改さん（食生活改善推進員）養成講座』受講生募集 
◆期間 8/20 日（火）～11/29 日（金）（全 8 日間） 

    ※詳しい日程表はチラシ（公民館ロビーのチラシコーナーにあります）をご覧下さい。 

◆会場 中央保健福祉センター・その他（各地区公民館など） 

◆対象 市内在住で食と健康に関心があり、29 時間の講座中 20 時間以上出席できる方。 

    受講終了後、食改さんとして地域のボランティア活動に参加できる方。 

◆定員 30 名（先着順） 

◆参加費 無料（別途テキスト・資料代として 1,200 円）（調理実習時、材料代の一部として各回 300 円） 

◆申込方法 6 月 10 日（月）から電話または直接健康づくり課（中央保健福祉センター5 階）窓口へ 

健康づくり課 栄養士 電話 24-1111（代表） 内線 5532 FAX 24-1346  

 

『運動普及推進員養成講座』受講生募集 
◆期間 8/29 日（木）～11/28 日（木）（全 9 日間） 

    ※詳しい日程表はチラシ（公民館内のチラシコーナーにあります）をご覧下さい。 

◆場所 中央保健福祉センター他 

◆対象 市内在住で、養成講座終了後、運動普及推進員として活動できる方。 

    できるだけ全日程に参加できる方。 

◆申込方法 電話で健康づくり課までご連絡下さい。 

健康づくり課 保健師 電話 24-1111（代表） 内線 5533・5534 

 運動普及推進員新規加入者には「ユニフォーム（T シャツ）」を、 

会員として 2 年目を迎えられる方には、「ジャンパー」をプレゼント♪ 

 広田のまちを元気なまち
にしませんか？！ 

  5/14（火） 令和になって最初の広田地区健康ウォーキング

には、44 名の参加がありました。令和になっても変わらず、広

田の四季折々の自然を満喫しながら、みんなで楽しく、元気に

健康ウォーキングを続けていきたいです。 

    
    

６／１２（水）６／１２（水）６／１２（水）６／１２（水）    食生活改善食生活改善食生活改善食生活改善料理教室開催料理教室開催料理教室開催料理教室開催！！！！    参加者参加者参加者参加者大募集！大募集！大募集！大募集！！！！！    
【場所・時間】広田地区公民館 10 時～13 時  

【申込方法】広田地区公民館の窓口カウンターに申込用紙を置いています。 

          掲示案内の通りに記入し、お申込み下さい。 

【問い合わせ先】090-7463-6545（広田地区食生活改善推進員 川尻）まで 
 

6 月の健康ウォーキングは…       
【日時】【日時】【日時】【日時】6666／／／／11111111（火）（火）（火）（火）9999：：：：30303030～～～～                    

【集合場所】広田地区公民館【集合場所】広田地区公民館【集合場所】広田地区公民館【集合場所】広田地区公民館                                                     

【コース】広田地区公民館【コース】広田地区公民館【コース】広田地区公民館【コース】広田地区公民館～～～～金田金田金田金田川遊歩道～川遊歩道～川遊歩道～川遊歩道～    

わくわくわくわくわくわくわくわくふれあい市ふれあい市ふれあい市ふれあい市～～～～オランダの花屋オランダの花屋オランダの花屋オランダの花屋（（（（往復往復往復往復 6.06.06.06.0ｋｍｋｍｋｍｋｍ））））    

【問い合わせ先】佐世保市健康づくり課【問い合わせ先】佐世保市健康づくり課【問い合わせ先】佐世保市健康づくり課【問い合わせ先】佐世保市健康づくり課        

☎☎☎☎24242424----1111111111111111（内線（内線（内線（内線 5534553455345534））））                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 タイトル 内容 申込 

５日（火） 

22 日（土） 

16:30～17:00 

14:00～14:30 

一輪車検定 一輪車の試験を受けて、認定証をもらおう 

 

× 

8 日（土） 13:00～16:00 大学生と遊ぼう！ 国際大学のお兄さん・お姉さんと遊びます。 × 

11 日（火） 10:30～11:30 子育てホットひろば 

「親子ふれあい遊び」 

乳幼児親子対象☆東部子育て支援センターの先生を講師に迎

え、親子でたくさん触れあって、スキンシップを楽しみましょ

う 

○ 

１2 日（水） 

１3 日（木） 

16:00～17:00 作ろうＤＡＹ！ おうちの人へプレゼント作り ○ 

15 日（土） 10:30～12:00 クリーンクリーンパトロール隊 広田の町をきれいにしながら、お散歩します ○ 

19 日（水） 

29 日（土） 

16:30～17:00 

14:00～14:30 

ドッジボールの日 審判がつき、試合を実施 × 

２6 日（水） 16:30～17:00 レッツ！チャレンジ 体育室で、レッツ！チャレンジ × 

毎週金曜日 16:30～17:30 バドミントンを楽しむ会 登録メンバーのみ。次回 10 月に再募集！ ○ 

毎週火曜日 

毎週木曜日 

10:00～18:30 ぴよぴよ広場 乳幼児親子対象の施設開放＆手遊びや簡単工作 × 

◆広田地区６月の主な行事◆ 
 

<<<<広田中学校広田中学校広田中学校広田中学校>>>>    

1 日（土）少年の日・いのちを見つめる日 

3 日（月）振替休業日（6/8 分） 

8 日（土）～10 日（月）佐世保市中学校体育大会 

11 日（火）振替休業日（6/9 分） 

12 日（水）市中体予備日 

14 日（金）佐世保市中学校体育大会水泳競技 

16 日（日）家庭の日・ノー部活デー 

19 日（水）～21 日（金）修学旅行 

（3 年/京都・大阪ＵＡＪ・福岡） 

24 日（月）～6/28 日（金）学校公開週間 

26 日（水）道徳公開授業・授業参観 

メディア講習会 

27 日（木）６・２９平和集会（佐世保大空襲） 

27 日（水）～7/4 日（木）テスト前部活動停止 

<<<<広田小学校広田小学校広田小学校広田小学校>>>>    

1 日（土）いのちを見つめる日 

10 日（月）プール開き（6 年/中学校舎） 

11 日（火）プール開き（1～5 年） 

13 日（木）避難訓練 

18 日（月）～22 日（金）学校開放週間 

24 日（月）授業参観、懇談会（3 年） 

25 日（火）授業参観、懇談会（1 年） 

      子どものための音楽鑑賞体験教室 

（5 年/アルカス佐世保） 

26 日（水）授業参観、メディア講習会（6 年） 

27 日（木）授業参観、懇談会（2 年・5 年） 

      総合「お年よりとの交流会」（3 年） 

28 日（金）6.29 平和集会（佐世保大空襲） 

      授業参観、性教育セミナー（4 年） 

〈〈〈〈移動図書館移動図書館移動図書館移動図書館「「「「はまゆうはまゆうはまゆうはまゆう号号号号」〉」〉」〉」〉            

◎水曜日コース  5 日（水） 広田公園 10：30～10：55     

◎土曜日コース 15 日（土） 崎岡団地 10：30～11：00 

<<<<地区関係団体地区関係団体地区関係団体地区関係団体>>>>    

21 日（金）広田地区民生委員児童委員協議会 

定例会（洋室 15:00～） 

<<<<そのそのそのその他他他他>>>>    

15 日（水）ママたっち広田（和室 9：30～11：30）   

【予約日】14 日（火）  【受付】広田地区公民館 ☎３９－２７３７ 

 

佐世保市では毎年 6 月 1 日及び 6 月より１ケ月間、「いのちの尊さ」について共に考える機会を設け、 

学校・家庭・地域が連携して様々な活動を展開しています。 

広田小学校、広田中学校においても心豊かな生徒の育成を目指す趣旨で「いのちを見つめる強調月間」に 

取り組み、期間内の 1 週間、学校公開や道徳一斉公開授業を行います。 

保護者の皆様だけでなく、地域の皆様もこの機会に「広田の宝」である子どもたちがいきいきと活動してい

る様子をぜひご覧になって下さい。地域の皆で向き合い、「いのち」をつないでいきましょう。 

 

 ✿市内に居住する小学生および乳幼児（乳幼児は保護

者同伴）対象の「遊び場」です。利用料無料利用料無料利用料無料利用料無料！！！！    
 今月のイベント！今月のイベント！今月のイベント！今月のイベント！    

今年度、はじめて来館される方へ  児童センターは年度ごとの登録制になっております。 

「佐世保市立児童館利用登録申込書」は児童センターに準備しております。 

ホームページでも取得できますので、登録をお願いいたします。 

☆ホームページ：http://www.sasebo-shakyo.or.jp/facility/jido/howtouse/ 

※お問い合わせは・・・広田児童センター※お問い合わせは・・・広田児童センター※お問い合わせは・・・広田児童センター※お問い合わせは・・・広田児童センター    ☎☎☎☎３９－５３６６まで３９－５３６６まで３９－５３６６まで３９－５３６６まで    


