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　令和元年も余すところ残りわずかとなり、市民の皆さ

まも慌ただしい日々をお過ごしのことと存じます。年が

変わると、これまで使っていたカレンダーともお別れし

なければなりません。そして、来年はこの部屋にはどの

カレンダーを掛けようかなどと思いを巡らす時でもあろ

うかと思います。

　さて、本市では平成 26 年度から佐世保徳育推進会議と

協働で「徳育推進カレンダー」を作成し、28 年度から全世

帯配布を実施しています。

　この徳育カレンダーには「令和元年度まちなか徳育推進

標語コンクール」において入選された小学生・中学生・保

護者・一般の作品 24 篇が掲載されています。また、「英

語で交わるまち SASEBO プロジェクト」の一環として、

入選した標語の英訳文も載せてあります。親子や家族で

「徳育」や「英語」を話題にする良い話材になるのではない

かと期待しています。

　ところで、先般「令和元年度第 10 回徳育推進フォーラ

ム」が開催されました。その折、参加された市民の皆さま

にアンケート調査をお願いしました。そのアンケートの

中で、「徳育推進カレンダーをご存知ですか？」との問い

に 86% の方が「はい」とお答えいただきました。次に「実

際にご家庭や職場で使っていますか？」の問いには、64%

の方が「はい」とのお答えでした。

　この数字を見ると、まずまず活用していただいている

との見方ができそうですが、この徳育推進フォーラムに

参加された方は、推進会議の会員や徳育に関心が深い方

が多く、市民全体で考えますと、恐らく半数以下の世帯

しか活用されていないのではないかと推測されます。

　佐世保市は、平成 24 年 4 月に「徳育推進のまちづくり

宣言」をいたしております。「徳育」はどこの家庭、地域、

国家にとって、そして、時代を超えての「人類の永遠の課

題」と言っても過言ではないと思います。「たかがカレン

ダー、されどカレンダー」です。徳育推進カレンダーが各

家庭に届きましたら、ご家族で「徳育」について考え、行

動する機会にしていただければ幸甚に存じます。

佐世保市長　朝長　則男

今回は「御橋観音」を舞台に「紅葉」を題材にした会話です。

静岡県港湾局港湾振興課　課長　都築  直哉
　平成 28 年に世界で最も美しい湾クラブに加盟した駿
河湾は、静岡県のほぼ中心に位置します。駿河湾は日本
一深い湾であり、その最深部は水深 2,500m に達し、標
高 3,776m の富士山との高低差は 6,000m 以上です。こ
のダイナミックな地形は、豊かな海の生物や文化・歴史
の源であると共に、日本一の景観を生み出しています。
　この日本一の景観を楽しむには、「駿河湾フェリー」へ
の乗船がおすすめです。清水港と土肥港をつなぐ航路か
らは、駿河湾に浮かぶ富士山の眺望を楽しむことができ
ます。さらに、清水港からほど近い標高 300m の丘陵地
にある「日本平夢テラス」（静岡市清水区）から駿河湾越し
に仰ぎ見る富士山、眼下に見える清水港、伊豆半島、南
アルプスのパノラマビューは、まさに至福の絶景と言え
ます。
　また、駿河湾の沿岸地域には、富士山の歴史、文化、
自然などを多角的に紹介する「静岡県富士山世界遺産セン
ター」（富士宮市）や、勇壮な海底火山の地形や独特な地
層について学べる「伊豆半島ジオパークミュージアム『ジ
オリア』」（伊豆市）などもあり、駿河湾の雄大な自然、歴
史を学び、体験することができます。
　日本一深い駿河湾は、日本に生息する魚類の４割以上、
約 1,000 種類もの魚類が生息する、まさに「生命のゆり
かご」のような存在です。「沼津港深海水族館～シーラカ
ンス・ミュージアム～」（沼津市）は、深海をテーマにし
た水族館で、世界で唯一冷凍保存した生きた化石「シーラ
カンス」を見ることができます。
　豊かな自然に恵まれ、人々を魅了してやまない「駿河湾」
にぜひ一度お越しください。

問観光課 ☎ 24-1111

◦総人口 246,920 人（前月比 － 30 人）

　男性 117,046 人（＋ 31 人）女性 129,874 人（－ 61 人）

◦世帯数 105,482 世帯（前月比  － 25 世帯）

◦ 10 月中の動き

　転入 601 人、転出 535 人　出生 180 人、死亡 276 人
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

入港日時 出港日時 船名（トン数） 定員（人）

4 日㊌
8:00

4 日㊌
18:00

コスタ・セレーナ 
（114,261） 3,780

5 日㊍
8:00

5 日㊍
18:00

ピアノ・ランド 
（69,840） 1,928

「徳育カレンダー」で暮らしに温かい徳育を聞いて「徳」する話 54

毎年、各家庭にお届けしている「徳育推進カレンダー」。

本年も皆さんの暮らしに温かい徳育をお届けしますので、

どうぞご活用ください。ここでは、おすすめの活用方法

をお知らせします。

❶家族で取り組んでみましょう

カレンダーには佐世保徳育推進会議主催の「まちなか徳

育推進標語コンクール」の入賞作品が掲載されていま

す。日常生活の中で家族みんなで取り組んでみましょう

❷家族のスケジュール帳として

カレンダーは日ごとに書き込みができます。家族の中

での約束や学校行事など、家族それぞれの予定などを

書き込んでみましょう

❸ごみの日に印を付けて忘れずに

自分の地域のごみの日に家族で印を付けてみましょう。

家族のコミュニケーションにもなり、忘れずに教え合

えます

今回ご紹介した活用方法はほんの一例です。皆さんのそ

れぞれのアイデアで家庭や職場などでご活用ください。

問佐世保徳育推進会議　☎ 23-2856

徳育推進カレンダーを活用しましょう！
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クルーズ船寄港情報12月分
（11月4日現在）

人の動き（11月 1 日 現在）

It's rainy today.
（今日は雨だね）
Yes, and It's getting cold recently too.

（そうだね。そして最近は寒くなってきたね）
Yeah, but I like autumn.

（そうね、でも私は秋が好きなの）
Because it's autumn leaf season in 
Japan.

（だって日本で秋は紅葉の季節だから）
Can you see autumn leaves here too?

（ここも紅葉になるの ?）
Yes! This is a famous spot for autumn 
leaves.

（そう！ここは紅葉の名所よ）
How exciting!

（楽しみだね）
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テレビ番組「キラっ都させぼ」放送スケジュール
第 1 土曜　NBC 9:25 ～ 9:30　KTN 11:45 ～ 11:50
第 2 土曜　NCC 16:25 ～ 16:30　第 2 日曜 NIB 6:30 ～ 6:35
第 3 土曜　NBC 9:25 ～ 9:30　KTN 11:45 ～ 11:50
第 4 土曜　NCC 16:25 ～ 16:30　第 4 日曜 NIB 6:30 ～ 6:35
※上記内容を 1 カ月先行して放送しています。
※ YouTube 版は右の画像を読み取ってご覧ください。
※「キラっ都させぼ」と文字情報の「させぼ市政だより」

は週替わりで放送しています。

18 時までに出港予定の場合は出港の約 30 分前から
お見送りイベントを実施します。車で来場する場合は
出港の約 30 分前から接岸場所付近に駐車できますの
で、交通整理員の案内に従ってご来場ください。

世界で最も美しい湾「駿河湾」シリーズ　世界で最も
美しい湾、九十九島

番外編
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市役所前バス停近くに設置している
「徳育推進のまちづくり宣言碑」

※★印は佐世保港初寄港のクルーズ船。
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