
     
 

  

行事名 日時 内容 申込開始日 

高校生とレッツトライ 1 日 13:30～ 東翔高校の生徒さんとレクレーションをします 申込みなし 

百人一首 3 日 14:00～ 小学校の先生が、百人一首を指導されます 申込みなし 

一輪車検定 6 日・27 日 

   14:00～ 

一輪車の検定を受けて、認定証をもらおう 申込みなし 

レッツサマースクール 7 日 14:00～ 金田川へ行き、生き物調べをします。先着 15 名 8 月 1 日～ 

広田夏まつり 24 日 13:30～ 今年もゲームや工作・おいしいコーナーともりだく

さん！！ 子どもスタッフも募集中！！ 

みなさんの参加お待ちしています☆ 

8 月 1 日～ 

レッツ！チャレンジ 28 日 14:00～ 小学校の先生とチャレンジ 申込みなし 

バトミントンを楽しむ会 2・9・23・30 日 

   16:30～ 

バトミントンの基本から試合まで学びます 登録メンバー 

ドッジボールの日 毎日 15:00～ 

     

ドッジボール大会にむけて、ルールを確認しながら、

審判つきの試合をします 誰でも参加ｏｋ 

申込みなし 

 

※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    

「佐世保市社会福祉協議会 ドッジボール大会」参加者募集 
 

[日 時] 令和元年９月 29 日（日曜日）午前 9 時００分から午後 1 時 0０分まで 

[場 所] 佐世保市立黒髪小学校体育館（黒髪町５２－１） 

[対 象] 佐世保市内の小学生 

[内 容] 低学年・高学年の部にわかれてドッジボールを楽しみます 

     おひとりでも、10 名程度の団体でも参加できます 

     一輪車のグループ演技披露もあります 

[締 切] 令和元年８月２3 日（金曜日） 

 

    参加申し込み用紙は児童センターにあります 

 

夏休み期間中☆ 

夏休み期間中は、月曜日～土曜日まで毎日 10 時から遊ぶことが出来ます☆ 

＊日・祝は休館 

＊乳幼児は保護者同伴 

＊昼食をとることはできませんので、ご了承ください 

＊利用登録が必要です 

畳のお部屋で宿題もできますよ♪ 

来館の際には、暑いので『タオル・水筒（お茶）』を持ってきてくださいね☆ 

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！    

✿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！！！！    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 市内団体の 

社会教育目的（1 時間） 
社会目的以外及び 

市外団体（1 時間） 

講堂 220 円→330 円 990 円→1,070 円 

第 1 講座室 70 円 →100 円 360 円（変更なし） 

和室 70 円 →100 円 360 円（変更なし） 

料理実習室 70 円 →100 円 360 円（変更なし） 

工芸室 70 円 →100 円 360 円（変更なし） 

第 2 講座室 40 円 →60 円 210 円（変更なし） 

会議室 40 円 →60 円 210 円（変更なし） 
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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 232232232232 号号号号    令令令令和和和和元年元年元年元年年年年年 8888 月号月号月号月号    

����    ３９３９３９３９－－－－２７３７２７３７２７３７２７３７    

連日の雨続きで、心配し 

ていた天候も天の神様が味方 

についてくれたのか、快晴と 

なり、３回目の広田地区親子 

七夕会を無事に開催すること 

ができました。 

 公民館主催講座も 100 

名ほどの参加者が集まり、 

たくさんのかわいい『てるて 

るぼうず』が完成しました。短冊を首につけ、子ども達の願い 

を一身に受けて笹の枝に揺れる『てるてるぼうず達』。きっと 

みんなの願いは天の神様まで伝わったことでしょう。家族みんなの分の『てるてるぼ

うず』を作って持ち帰った子もたくさんいました。自宅でも七夕を楽しんだのかな？ 

 

 

【主催】広田地区自治協議会青少年部会 

【共催】広田地区自治協議会生涯学習部会・広田児童センター・広田地区公民館 

◆公民館◆公民館◆公民館◆公民館主催講座主催講座主催講座主催講座◆◆◆◆    

★たくさんのてるてるおりひめとひこぼしが完成しました～★ 

今回、主催講座を開催するにあたり、てるてるぼうずの事前準備（作成）にご協力をいただいた地域

の皆様や布地を寄付して下さった広田地区公民館定期使用団体の皆様に心より感謝申し上げます。 

願いをこめて 

 

 令和元年 10 月 1 日から令和 2 年 3 月

31 日までの定期利用を希望される団体

は、「公民館定期使用申請書」を 

９月６（金）までに提出して下さい。 

引き続きの使用でも、必ず提出が必要で

す。新規の団体はご相談ください。 

令和元年 10 月 1 日使用分から佐世

保市公民館施設の使用料の見直しを行

います。広田地区公民館は右記の通り

です。皆様のご理解をお願い致します。

ご不明な点がございましたら、広田地

区公民館にお尋ね下さい。 

6 日 広島平和記念日 

9 日 長崎県民祈りの日 

11 日 山の日 

12 日 振替休日 

15 日 終戦記念日 



                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆広田地区 8 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（木）～8 日（木）玄関訪問・三者面談 

4 日（日）吹奏楽コンクール県大会（ブリックホール） 

9 日（金）長崎県民祈りの日、全校登校日 

11 日（日）～16 日（金）学校閉庁日 

18 日（日）家庭の日、ノー部活デー 

21 日（水）全校登校日 

 

<<<<広田小学校広田小学校広田小学校広田小学校>>>>    

9 日（金）全校登校日（11：20 頃下校） 

11 日（日）～16 日（金）学校閉庁日 

21 日（水）全校登校日（10：20 頃下校） 

 

〈〈〈〈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 28 日（水） 広田公園 10：30～10：55    

◎土曜日コース 10 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>>>>    

16 日（金）広田地区民生委員児童委員協議会 

定例会（洋室 13:30～） 

<<<<そのそのそのその他他他他>>>>    

21 日（水）ママたっち広田 

（和室 9:30～11:30） 

【予約日】20 日（火） 

【受付】広田地区公民館  ☎３９－２７３７ 

８月の健康ウォーキングはお休みです！ 
次回は次回は次回は次回は    

【日時】【日時】【日時】【日時】9999／／／／10101010（（（（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            ☆☆☆☆雨天の場合は雨天の場合は雨天の場合は雨天の場合は中止中止中止中止です。です。です。です。    

【コース】広田地区公民館～東部【コース】広田地区公民館～東部【コース】広田地区公民館～東部【コース】広田地区公民館～東部スポーツ広場スポーツ広場スポーツ広場スポーツ広場～～～～早岐瀬戸早岐瀬戸早岐瀬戸早岐瀬戸遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道（（（（モデルコース）モデルコース）モデルコース）モデルコース）    往復往復往復往復 6666ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

【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））））    

    

 

7 月の広田地区健康ウォーキングは、 

毎年恒例の下の原ダムの堰堤内見学コースでした。 

実は、この日初めて、堰堤内を歩きました。歩いてみたいなぁ 

と常々思ってはいたのですが、コースの全てをみんなについて歩い 

て行くなんて、私には無理・・・と、いつも諦めていたのです。 

ところが、スタッフリーダーの中村さんから、堰堤内とその近辺だけでも 

歩いてみないかと連絡があり、中村さんのご配慮のおかげで、念願の堰堤内 

ウォーキングを実現させることができました。堰堤内はヒンヤリとして、暑 

い夏には最高のスポットでした！中村さんのおかげで、願いが一つ叶いま 

した。これからもいろんなことにチャレンジし、日々楽しく過ご 

していきたいです。 【森 美幸】 

念願の堰堤内ウォーキングが実現し、元気に

ピースサインで決める『森 美幸』さん。 

 

<<<<広田地区広田地区広田地区広田地区のののの夏祭夏祭夏祭夏祭りりりり>>>>    

3 日（土）春陽台夏祭り（17 時～20 時）      

16 日（金）崎岡町自治公民館（18 時～21 時）   

27 日（火）重尾町公民館（19 時～21 時）              

9 月 1 日（日）浦川内町自治会 地之神神社例祭 浮立町めぐり（18 時～19 時） 

                               奉納余興（19 時半～20 時 50 分） 

参加者数 

52 名でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

広田地区公民館、広田児童センターで、午後 1時から「プラネタリウム教室」（講師：久野先生、星座

のお話）、「七夕飾り教室」、「七夕書道教室」（講師：下宮崎の亀川さん）、それぞれで子供たちが頑張り、

素敵な作品や七夕飾りが出来上りました。本年も最後に、濵口さんのアコーディオン演奏にあわせ、「た

なばたさま」の大合唱で幕を閉じました。 

各教室の指導をいただいた講師の先生、補助の皆様、早朝からかき氷・ポップコーンの準備とお世話を 

いただいたスタッフの皆様、お疲れさまでした。ありがとうございました。 （七夕会の写真です） 

 

 

 

 
 

自治協だより 
８月号 

 

広田地区自治協議会 

雨の季節も終わりが見え、子供たちは夏休みに突

入です。 

子供たちの行動範囲も広くなり、交通事故や水の

事故などに十分気を付けるよう、具体的な危険箇所

や、危険な行動について、ご家族で話し合い、楽しい

夏休み送れることを祈っています。 

また、この時期は様々なイベントなどにお出かけの

機会も多くなります。車でお出かけの際は、休憩を適

度に取り、安全運転に心掛け素敵な思い出をたくさ

ん作ってください。 

＜＜＜＜おおおお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞    下宮崎自治会下宮崎自治会下宮崎自治会下宮崎自治会のののの森様森様森様森様よりよりよりより、、、、未使用未使用未使用未使用のののの餅餅餅餅つきつきつきつき機機機機とととと餅切餅切餅切餅切りをごりをごりをごりをご寄付寄付寄付寄付いただきましたいただきましたいただきましたいただきました。。。。    

 

《理事会の報告》  
7 月 19 日（金）18：30～  理事会を開催しました。 
・市社会福祉協議会：会員募集に係る協力依頼（お願い） 

 

・水道局事業部：広田浄水場を起点とする上水道本管の更新工事につい 

て説明。 

 ：市道の一部夜間交通規制、一部交通止めについて説明。 

 

・議案：①7月 9日地区自治協議会全体会議の報告 

   ：②広田地区自治協議会規約施行細則の一部改正 

   ：③広田小学校「子ども広場」総務会委員の推薦 

重尾新町野添会長、浦川内町福﨑会長、広田花立中村会長、 

３名の方を推薦します。 

    ：④「ホームページ開設」に係る実行委員会設置について 

      各部会から４～２名を推薦いただき、実行委員会を立ち上げます。 

      総務会からは広報担当理事４名を選出しました。 

 
 

7 月 19 日から 21 日にかけ、台風 5 号が接近し県内各地で被害が出ました。線状降水帯は幸
い広田地区を避けて通り抜けてくれましたが、台風の進路が少し違っていれば、大雨で避難を
余儀なくされていたかもしれません。 
今回のことを、自分に置き換え、避難経路や、避難場所等、安全を確保するためにはどうす

ればよいか、改めて考えてみましょう。 


