
 

 
 

  ５月に開催を予定しておりました『第 38 回牧島町民球技大会』は、新型コロナ 

ウイルス感染症の流行が収まらず、現在も全国的に感染者が増加し、伊万里市にお 

いても感染者が確認されていることから、協議した結果、町民の安全を第一と考え 

中止することと決定いたしました。 

  非常に残念ですが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

                       ４月の探訪、白山神社の天井画は 

                      とても素晴らしかったです！ 
 

 【５月の探訪】 

 100 円バス、くろがわ号で大平山へ 
 

◆日時：5 月 19 日（水）12 時 25 分 
 

     漁港公民館前 バス停 
 

     帰り 16 時 20 分ごろ 
 

     先着 9 名様 限定（バスの定員） 
 

 ◎問合せ先：漁港区長 諸石 

       （☎２２－３０７６）まで 
 
 

 

 
 

先日、木須川下流をのぞいてみたところ、ホタルがちらほらと光っていま 

した。今年も、ホタルの乱舞を楽しめそうです。 

  昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症の流行がおさまらず、佐賀県 

 でも毎日のように感染者が確認されています。 

ホタルを鑑賞される場合は、必ずマスクを着用し、大勢集まることは避け、 

人と人との距離を取って、長時間の滞在は控えるようにしてください。 

ご協力お願いします。ホタルの幻想的な光で日頃の疲れを癒しましょう。 
 

 
 

  例年５月に団員募集を行い、７月に沖縄県で開催している『伊万里サマーキャンプ』 

 は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、昨年に引き続き、今年も中止するこ 

 とになりましたのでお知らせします。 

  開催を楽しみにされていた方には申し訳ございませんが、ご理解いだたきますよう 

 お願いいたします。 

 

 

  
    

   各地区子ども会とその指導者並びに地域の少年育成団体との連携を取りながら、 

  子ども会活動の充実振興と青少年の健全育成をはかることを目的としています。 
        

   【会 長】 木須 毅郎     【副会長・書記】 松尾 佳孝 

                   【副会長・会計】 犬塚 隆司 

   【常任幹事】 

   《木須西》木須 毅郎 《本瀬戸》松尾 佳孝 《中 通》犬塚 隆司 

   《早 里》津上 直孝 《漁港・釘島》津上 裕子 

 
  

 

   牧島校区の体育振興と町民の体力を向上し、健康の増進をはかると共に町民相互 

  の親睦融和を深めることを目的としています。 
 

 【会 長】石丸 寿    【副会長】諸石 秀子 

 【理事長】犬塚 祥史   【副理事長】香月 学 

 【常任理事】 《駄地・里》 池田 宏司 ・ 橋口 達也 ・ 吉村 由佳 

        《木須団地》 柴原 秀美 ・ 大川内則幸 ・ 大川内玲子 

        《多 々 良》 松尾 俊典 ・ 鳥山 誠  ・ 松尾 千春 

        《本 瀬 戸》 松尾 洋彰 ・ 松尾 佳孝 ・ 松尾 民江 

        《中  通》 福井 彬  ・ 田中 義浩 ・ 福井 由紀 

        《早  里》 辻  孝文 ・ 犬塚 将吾 ・ 草場千代子 

        《漁港釘島》 古川 孝次 ・ 細谷幸一郎 ・ 武井 律子 

 【スポーツ推進委員】 

       石丸 祐治（本瀬戸）・廣川 勝一（早里）・黒川美由紀（駄地・里） 

 【各競技種目部長】 

       《ソフトボール》    関 健二郎（木須団地） 

       《バレーボール・男子》 釘島 洋貴（釘島） 

       《バレーボール・女子》 草場千代子（早里） 

       《駅   伝》     牧瀬 健 （本瀬戸） 

       《ゴ ル フ》     石井 昭宏（中通） 

 
 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、４月２４日（土）から当分の間 

 県外の方の利用はできません。 

コミュニティセンターご利用の際は、マスクの着用、手指消毒、３密を避ける 

などの感染予防対策が必要です。体調の優れない方（発熱や咳、咽頭痛などの症 

状がある方）はご利用できません。 
 

 

       
   

                         《４月１日現在》 

         ・男性   ６６８人（＋１）   ・５８８世帯 

         ・女性   ７０３人（＋３）    （＋３） 

１，３７１人（＋４） 

 

センターだより 
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   令和４年１月に開催する伊万里市成人式の実行委員を募集します。 

   新成人になられる皆さん、成人式を自ら企画し、思い出に残る式典 

を一緒につくりませんか。   

 ◎活動内容    令和４年１月９日（日）（予定）に開催する成人式の企画、式典 

         の運営 

 ◎応募要件    令和４年成人式対象者（平成１３年４月２日から平成１４年４月 

         １日に生まれた人）で、７月以降に開催する会議など（主に平日の 

         夜開催）に参加できる人 

 ◎応募期限   令和３年５月３１日（月） 

 ◎問合先    伊万里市教育委員会 生涯学習課 ☎２２－１２６２ 

 

 
 

  ◆開催日     令和 3 年 6 月 5 日（土）小雨決行（中止の場合は６月７日(月)） 

  ◆場 所     国見台陸上競技場・国見台球技場 

  ◆チーム編成   1 チーム５～７人 

  ◆参加料     １人５００円 

  ◆募集期限    ５月１０日（月）～５月２１日（金） 

  ◆応募・問合せ先 スポーツ課（☎23-3187）またはコミュニティセンター  

 

 
 

   伊万里市さが未来アシスト事業費補助金を活用した事業を募集します。 
 

  ◆応募できる団体 

   市内で活動する NPO 法人、自治会、PTA などの組織・団体 

  ◆募集期限 

   令和３年５月１４日（金）まちづくり課必着 

  ◆対象事業 

   地域の活性化を目的とする事業や自立的運営を見込んだ新たな仕組みを立ち上 

  げようとする事業など 

  ◆事業内容 

   次の５つの観点を踏まえ、事業を考えてください。 

① 独創性、②新規性、③事業の効果、④実現可能性、⑤継続性 

 ◆応募方法 

   まちづくり課に応募申請書及び実施計画書を提出して下さい。 

   ※電子メールにより提出も可能です。 

   各種様式は、まちづくり課にあるほか、市のホームページからダウンロードで 

  きます。 

  ◆問合先  市民生活部まちづくり課 

        T E L ：２３－２１１４ 

        E-mail：machizukuri@city.imari.lg.jp 

 

 

●松尾和也様（木須西区）亡母 松尾タツヱ様の香典返しとして 

厚くお礼を申し上げますとともに、故人のご冥福をお祈りいたします。 

 

 

１０日（月）区長会・定例区長会…………………………………………………１３：３０～ 

１０日（月）子ども会・定例幹事会………………………………………………１９：３０～ 

１２日（水）老人クラブ・役員会……………………………………………… ９：００～ 

１４日（金）各種団体・合同総会（書面会議となります）………………………………… 

（日程未定）牧島地区まちづくり運営協議会・総会（日程が決まり次第お知らせします） 

２１日（金）地域開発促進協議会・総会（牧島ｺﾐｾﾝ）………………………１３：３０～ 

２１日（金）黒塩川改修・漁港地区排水対策推進協議会・総会(黒川ｺﾐｾﾝ)１５：００～ 

２１日（金）国道 204 号バイパス整備促進協議会・総会(黒川ｺﾐｾﾝ)…… １５：３０～ 

２９日（土）子ども会・育成指導者研修会………（時間は決まり次第お知らせします）  

※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、予定している行事等についても 

 急遽中止となる場合があります。 

 
 

 

 

 

 

 
  

  

        

 
 

 

  「ぶっくん」は自動車図書館です。「ぶっくん」に載せている本を借りたり返し 

 たりすることができます。また、市民図書館で借りた本を返すこともできます。 
 

  「ぶっくん」巡回場所は、牧島コミュニティセンター です。 

   今月の巡回日は、５月２０日（木）午前１０時１５分です。（１５分ほど停車） 
 

 ・本は、次の巡回日まで、何冊でも借りることができます。 

 ・本を借りる時は図書館の利用カードをお持ちください。初めての方は、利用 

  カードを発行しますので、身分証明書をお持ちください。 

  カードを失くされた方は、その場で再発行ができます。（２００円が必要です） 

 ・巡回日前日まででしたら、電話、ＦＡＸで予約ができます。 

  タイトルがわからない場合でも、お好みの本をお持ちします。（例えば、「釣りの本」 

  「赤川次郎の本」といったリクエストにもお応えします。） 

 ・借りられた本は、「ぶっくん」での返却の他、直接図書館へ返却することもできます。 
 

 ◎お問い合わせは  伊万里市立図書館  ＴＥＬ ２３－４６４６ 

                     ＦＡＸ ２２－３２３１ まで 
 

 
  

                   ・『人類やりなおし装置』 

・『4 ひきのちいさいおおかみ』     ・『「さいごの本やさん」の長い長い終わり』 

・『ドラドラと伝説の竜』        ・『スカートはかなきゃダメですか？』 

・『くもとり山のイノシシびょういん』  ・『しぜんのおくりもの』 

・『青の読み手』            ・『ざんねんな偉人伝』 

mailto:machizukuri@city.imari.lg.jp

