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家庭や職場、地域における徳育意識の高揚を図ることを目
的とした「徳育推進標語コンクール」の作品を募集していま
す。入選作品は徳育推進フォーラム(9月28日㊏）で表彰し、
徳育カレンダーに掲載します。皆さんのご応募をお待ちし
ています。

募集内容　道徳意識を高める標語
※ 17 音（5・7・5）程度の言葉とします。
※未発表かつ、他のコンクールに出品していな

い作品に限ります。
※応募は 1 人 1 作品とします。

対　　象　市民

応募方法　標語、住所、氏名、年齢を記載の上、佐世保徳
育推進会議事務局宛に、郵送かファクス、E メー
ルのいずれかでお送りください。事務局への持
参も受け付けます。

〆　　切　7 月 31 日（水）必着
※結果については 8 月下旬に入選者に通知します。
※入選作品の著作権は主催者に帰属します。
申し込み・問い合わせ
　佐世保徳育推進会議事務局
　〒 857-0054 栄町 4-11 サンクル 1 番館 2 階
　TEL・FAX 23-2856　
　E メール sasebotokuiku@alpha.ocn.ne.jp

　本市では、観光都市佐世保にふさ
わしいまちづくりや道づくりを進め
るため、市民の皆さんと協働し、美
しい花で道路を彩る「させぼ美し化プ
ロジェクト」に平成 22 年度から取り
組んでいます。観光客や市民の皆さ
んを美しい花でもてなし、楽しんで

いただこうと土木部道路担当職員の発案で始めた事業です。
　この事業では、主に幼稚園や保育所、小学校、中学校の
園児や生徒などに、自分の幼稚園等で花苗の種まきや水や
りを行ってもらうなど、まず育てるところから始めていた
だきます。そして、花のつぼみから咲き始めのころに、自
分たちで道路の花壇や歩道のプランターに移植してもらう
という取り組みです。子どもたちが移植するとき、自分で
育てたつぼみや花を大切そうに扱う姿を見ていると、こう
した取り組みが子どもたちの心豊かな成長に大変役立って
いることを実感します。
　この事業には、初年度の平成 22 年度は 45 の幼稚園、
保育所、小・中学校などに参加していただき、これまでに
111 の団体に参加してもらいました。そして、平成 30 年
度末現在で 91 の団体に継続していただいており、5 年連
続で継続して活動された団体には毎年感謝状をお贈りして
います。この取り組みも来年には 10 周年を迎えることに

なりますが、この 10 年間、継続して取り組まれている団
体は約 40 にも上ります。
　子どもたちに指導していただいている先生や保育士の皆
さんには大変なご苦労をお掛けしていると思いますが、「子
どもたちに心豊かに成長してほしい」「佐世保の道路を美し
く彩り、住みたい・訪れたいまちにしていきたい」などの
思いを持ち続けていただき、ご協力いただいていることを
大変うれしく思っています。皆さんの長年にわたるご尽力
に改めまして心から感謝の意を表したいと思います。今後
ともどうぞよろしくお願いいたします。

佐世保市長　朝長　則男

「させぼ美し化プロジェクト」という事業をご存知ですか ?

徳育推進標語コンクール作品を募集します

問クルーズ船寄港関係  みなと振興・管理課  ☎ 22-6127　問お見送りイベントなど  観光課  ☎ 24-1111

◦総人口 247,739 人（前月比 － 134 人）
　男性 117,427 人（－ 55 人）女性 130,312 人（－ 79 人）
◦世帯数 105,597 世帯（前月比 － 5 世帯）
◦ 5 月中の動き
　転入 557 人、転出 563 人　出生 178 人、死亡 306 人

人の動き（6月 1 日 現在） させぼ市政だより

テレビ　NBC  土曜   9:25 ～ 9:30、NCC  土曜 17:25 ～ 17:30
　　　　KTN  土曜 11:45 ～ 11:50、NIB  日曜   6:30 ～ 6:35
ラジオ　FM 長崎    火曜 9:05 ～ 9:10
　　　　FM させぼ 金曜 13:00 ～ 13:55、16:00 ～ 16:55（再）
　　　　　　　　   土・日曜 10:00 ～ 10:55（再）
新　聞　長崎新聞 毎月第 2・4 火曜

お詫びと訂正　5 月号 5 ページの「特集 名切地区再整備事業」で、スポーツ広場完成を「昭和 37 年」と掲載しましたが、正しくは「昭和
48 年」でした。お詫びして訂正します。なお、昭和 37 年の「中央公園完成」は中央公園（当時約 3.7ha）が最初に設置された年を示し
ています。その後、米軍住宅地区の日本への返還等を経て、現在の中央公園（約 13.7ha）が昭和 50 年ごろまでに完成しました。

お見送りイベントの様子

入港
日時

出港
日時

船名 
（トン数）

船客定員
（人）

5 日㊎
14:00

5 日㊎
22:00

コスタ・セレーナ
（114,261） 3,780

8 日㊊
9:00

8 日㊊
20:00

チャイニーズ・タイシャン 
（24,427） 927

11 日㊍
8:00

11 日㊍
16:00

コスタ・セレーナ
（114,261） 3,780

12 日㊎
9:00

12 日㊎
20:00

チャイニーズ・タイシャン 
（24,427） 927

15 日㊊㊗
14:00

15 日㊊㊗
22:00

コスタ・セレーナ
（114,261） 3,780

16 日㊋
9:00

16 日㊋
20:00

チャイニーズ・タイシャン 
（24,427） 927

20 日㊏
9:00

20 日㊏
20:00

チャイニーズ・タイシャン 
（24,427） 927

25 日㊍
14:00

25 日㊍
22:00

コスタ・セレーナ
（114,261） 3,780

28 日㊐
9:00

28 日㊐
20:00

チャイニーズ・タイシャン 
（24,427） 927

31 日㊌
8:00

31 日㊌
16:00

コスタ・セレーナ
（114,261） 3,780

クルーズ船寄港情報（7 月分、6 月 7 日現在）

クルーズ船のお見送りに参加してみませんか
本市ではクルーズ船が 20 時までに出港予定の場合は出
港の約 30 分前から和太鼓演奏やダンスパフォーマンス
などのお見送りイベントを開催しています。佐世保らし
いパフォーマンスを無料で観覧できますので、皆さんも
一緒にお見送りに参加してみませんか。車で来場される
場合は出港の約 30 分前からツアーバス待機場を開放し
ますので、交通整理員の案内に従って駐車してください。

※右記予定は天候等により変更する場合があります。
最新の情報は画像を読み取ってご確認ください。
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