９
27 オランダ商館で小さなパーティー

９
27 ねんりんピック長崎 2016 に向けて

平戸オランダ商館で、
「商館フェイスチェ」が開
催されました。フェイスチェとは、オランダ語で
フィランド
「小さなパーティー」という意味で今回、Firando
クラブ
Club という市民グループが主催し、初めて実施さ
れました。
当日は晴天に恵まれ、海から吹く風に、頭上に
張られたフラッグがにぎやかに揺れて、とてもい
い雰囲気の屋外イベントとなりました。
会場にはたくさんの露店も立ち並び、野外ライ
ブなども行われ、訪れた人たちも心地よい初秋の
ひとときを過ごしていました。

市総合運動公園ライフカントリーで、
「平戸市
制 10 周 年 記 念 ね ん り ん ピ ッ ク 長 崎 2016 ゲ ー ト
ボール交流大会リハーサル大会」が開催されまし
た。
この大会は、来年のねんりんピック長崎 2016
を見据えて行われた大会で、県内各地のゲート
ボール愛好者ら約 300 人が参加し、本番さながら
の熱戦を繰り広げました。また、平戸あごだし
ちゃんこ鍋の振る舞いや、健康相談コーナーも設
置され、訪れた参加者も試合の合間に、平戸の食
材を使った鍋を堪能していました。

10
１ いつまでもお元気で

祝 100 歳

獅子町の浦山ミサさんが 100 歳のお誕生日を迎
えられ、黒田市長が自宅を訪れ、花束と記念品を
贈り長寿を祝いました。
草積町生まれのミサさんは、若いころは海上ホ
テルや市民病院に勤めており、息子４人、娘２人
の６人のお子さんに恵まれました。お仕事を退職
された後は、ゲートボールの練習に毎日通われ、
試合にも出場するなど楽しんで過ごしておられま
した。
お祝い式ではたくさんの家族に囲まれ、大好き
なひ孫さんを抱いて嬉しそうにしておられました。
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９
29 和歌山の地で躍動！

和歌山市の県営相撲競技場で、第 70 回国民体
育大会「紀の国わかやま国体」相撲競技会が開催さ
れ、本市から監督として布田慎吾さん（右端）
、選
手として松永六十四さん（左から２番目）
、野口清
之さん（右から２番目）が長崎県代表として成年男
子の部に出場し、団体戦で三位に入賞しました。
予選は全勝で勝ち進みましたが、残念ながら準
決勝で昨年の決勝戦の相手、富山県に敗れました。
三位決定戦は地元和歌山県との対戦でしたが、完
全アウェーの中、昨年、一昨年と二連覇している
意地をみせ、見事に勝利しました。

10
10 会場が笑いにの渦に包まれました！

平戸文化センター大ホールで、
「想い出のスク
リーンミュージック『宝くじおしゃべり音楽館』
」
が開催されました。
タレントの清水ミチコさん、歌手の島田歌穂さ
ん、ピアニストの小原孝さんらが出演し、指揮者
の藤野浩一さんが率いる「おしゃべり音楽館ポッ
プオーケストラ」の演奏と共に、歌やピアノの弾
き語りなどが行われました。
清水ミチコさんの「ものまねミニライブコー
ナー」では、桃井かおりさんなどのものまねが披
露され、会場は笑いの渦に包まれていました。

９
20 三連覇達成！

佐賀県嬉野市の嬉野市民体育館で 2015 日本ベ
テランズ国際柔道大会 ( 第 11 回日本ﾏｽﾀｰｽﾞ柔道大
会 ) が開催され、66ｋｇ級の部で岩の上町の中山
直秀さんが三連覇（通算４回優勝）を達成しました。
中山さんは「なかやま整骨院」を営む傍ら、毎週
月・水・金曜日に地域の子どもたちに柔道の指導
を行っています。「指導者として競技者の目線で
指導できるよう心がけています。今後も機会があ
れば、出場しようと思っています。そして、この
経験を生かして、これからも子どもたちに柔道の
素晴らしさを伝えていきたい」と話されました。

９
14 交通事故を無くすために！

平戸地区交通安全協会田平支部が、長年にわた
り交通安全活動に貢献したとして、長崎県警察本
部長から交通安全功労による感謝状が授与されま
した。
平戸地区交通安全協会田平支部は、子どもたち
の登校時に、通学路で交通指導を行ったり、毎期
ごとの交通安全運動期間中に、交通安全車両パ
レードや「早めの点灯」夜間立哨を行っています。
また、田平地区でのイベントで交通安全啓発を行
うなど、積極的に交通安全活動に取り組んでいま
す。
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10
14 平戸の世界遺産を学び伝える

世界遺産候補「長崎の教会群とキリスト教関連
遺産」の構成資産「平戸の聖地と集落（春日集落と
安満岳）
」と「田平天主堂」を中野小学校 5・6 年生
の児童 15 人が訪れ、学習活動を行いました。
この活動は、中野小学校が地元にある世界遺産
候補地を調べ、学習発表会で発表するという活動
を通して、ふるさとを愛する心を育てるとともに、
表現力を高めるという目的で実施されたものです。
構成資産を熱心に見学した児童たちは、今回学ん
だことを家族や地域の人たちに伝え、世界と平戸
の宝として守っていきたいと話していました。

10
18 相撲を通して、心身を鍛える

市営相撲競技場で「平戸市民相撲大会」が開催さ
れました。今年は、小学生から一般まで 94 人が
参加し、白熱した取組が行われました。小柄なが
ら大きな相手に立ち向かい、豪快な投げ技を決め
る選手もおり、会場全体が興奮と熱気に包まれて
いました。
お昼には、選手や観客にちゃんこ鍋の振る舞い
があり、本格的なちゃんこ鍋の味を堪能していま
した。その後、松永六十四選手などによる赤ちゃ
ん土俵入りも行われ、参加した６人の赤ちゃんに
観客から大きな拍手が送られていました。

7

Hirado City Public Relations,2015.11

10
10 いつまでもお元気で

祝 100 歳

早福町の江口シズカさんが 100 歳のお誕生日を
迎えられ、黒田市長が自宅を訪れ、花束と記念品
を贈り長寿を祝いました。
早福町生まれのシズカさんは、若いころは農業
や漁業をされており、息子２人、娘２人の４人の
お子さんに恵まれ、忙しい毎日を過ごしていまし
た。
現在は、お孫さん 10 人、ひ孫さん８人に恵ま
れ、ご長男夫婦と一緒に自宅で生活されています。
お祝い式ではご家族に囲まれ、
「ありがとうご
ざいました」と感謝の言葉を述べられました。

10
17 平戸オランダ商館で映画鑑賞会

平戸オランダ商館でオランダ王国大使館の協力
の元、オランダ商館映画祭 2015 が開催されまし
た。当日は、オランダ商館の壁面をスクリーンに
してプロジェクターを使い、投射して上映されま
した。上映された映画は、「旅の始まり」というオ
ランダ映画で、末期がんに侵された祖父と家族の
成長を描く物語でした。
また、会場ではポップコーンと、マメルクコー
ヒーさんのショップが開かれ、チャリティコー
ヒーと銘打って、販売されたコーヒーの収益金を、
全額児童福祉施設に寄付されました。

10
18 健やかで笑顔とやさしさあふれるまちに

平戸文化センターで、
「平戸市福祉健康まつり」
が 開 催 さ れ ま し た。当 日 は 約 4,000 人 が 来 場 し、
玄関前の広場では、障害者スポーツ教室やもちつ
き体験などの体験コーナー、中ホールではキッズ
広場が設けられ、大勢の親子連れでにぎわいまし
た。
大ホールでは園児によるアトラクションや料理
コンテストの表彰式が行われた後、アテネパラリ
ンピック銅メダリストの副島正純さんによる「挑
戦〜今、私にできること〜」をテーマに講演会が
あり、訪れた皆さんは熱心に聞き入っていました。
そえ

じま

まさ

ずみ

10
６ いつまでもお元気で

祝 100 歳

田平町の稲澤歌子さんが 100 歳のお誕生日を迎
えられ、黒田市長が入所先の「介護療養型老人保
健施設のぞみ」を訪れ、花束と記念品を贈り長寿
を祝いました。
若いころは「平戸和洋裁学院」という洋裁の教室
を開かれ、たくさんの生徒のみなさんに教えてお
られました。物静かな歌子さんですが、町のため
に何かをすることが好きで、74 歳になるまで平戸
裁判所の調停委員を務めておられました。
お祝い式ではご家族や施設の人に囲まれ、にこ
にことしたお顔で楽しそうにされていました。

10
２ 臨場感あふれる訓練

川内港で、
「平戸警察署・平戸海上保安署・平
戸市消防本部３機関合同による水難救助訓練」が
開催されました。
これは、３機関が連携を強化し、事故発生時に
おける迅速な救助体制を確立するために、５年前
から毎年実施しているものです。
今回は、川内港岸壁付近で夜釣り客３人が高波
にさらわれて海中に転落し、海上を漂流している
想定で訓練を実施しました。救助工作車を使用し
た漂流者の引き揚げ訓練や、ゴムボートを使用し
た救助訓練が行われました。
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