
 

                                        

 

  ごあいさつ 

下妻校区コミュニティ協議会  会長 太田黒 一八 

若葉の緑がすがすがしく感じられる時季となりましたが、 

校区民の皆様におかれましては健やかにお過ごしのことと 

お喜び申し上げます。 

                  さて、平成２９年度のコミュニティ協議会の総会も皆様のご 

協力により滞りなく終えることができました。本年度の取り組み 

目標として校区民の健康増進と下妻校区地域防災自治センタ 

ー（仮称）の設置を掲げております。健康・認知症予防には、ウォーキングが一番。今日か

ら一日８０００歩。無理をしないでがんばりましょう。 

防災自治センター設置については、すでに中村市長と蔵内県議に要望書を提出して

おります。  

 下妻校区が尚一層発展するよう校区民一丸となって頑張りましょう。簡単ではあります

が、新年度に当たっての挨拶とさせていただきます。 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

    
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事予定（5/15～6/15） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
みどりの風       平成２９年５月１５日 

Ｖｏｌ．８５ 
下妻校区コミュニティ協議会 
事務局広報委員会発行  事 業 名 実施期間 事業内容 備  考 

カレンダー制作 29 年 4 月～ 下妻の人・行事等の紹介 全戸配布・別途 

  30 年 3 月 カレンダーを作成 希望者に販売 

ちっご祭 29 年 9 月 23 日 地域対抗競技に参加   

下妻校区 29 年 9 月 30 日 下妻小学校児童と校区民の合同   

合同大運動会   大運動会を開催   

下妻校区 29 年 10 月～ 校区でのグラウンドゴルフ大会   

グラウンドゴルフ大会     11 月     

視察・研修 
 

コミュニティ協議会の視察   

  
 

各部会の視察   

注連縄作り・餅つき 29 年 12 月 17 日 下妻小学校への協力   

安全安心対策事業 
29 年 4 月～ 

30 年 3 月 

総合防災訓練 

毎月１回防災パトロール・年末パト 

ロール・消火栓等取り扱い訓練 

子ども見守り活動 

 

健康講座 29 年 7 月～ 認知症予防をテーマにした講演  

男の料理教室 29 年 7 月～ 男の料理能力の獲得 2 回開催予定 

広報紙「みどりの風」 29 年 4 月 15 日～ 毎月１回（１５日）協議会広報紙を 全戸配布 

の発行 30 年 3 月 15 日 発行 市立図書館等配布 

インターネット 
 

地域内外への情報発信活動 
 

ホームページ作成 
 

市のホームページに掲載 
 

青少年育成事業 
 

子ども見守り活動 等 

  

５月２５日 下妻校区ゴルフ愛好会コンペ  （木）  ☆福岡サンレイクゴルフ倶楽部       ☆午前８時１９分スタート        5/10 

１７日（水） 常用区 デイサービス 
１９日（金） 馬間田区 デイサービス        ☆下妻小学校３年生を迎えて 
２１日（日） 安全・安心パトロール        ☆馬間田南区パトロール        ☆午後５時 
２１日（日） しもつま福祉バス 総会 
２３日（火） 中牟田区 デイサービス 

 

 ４日（日） 下妻小学校 資源回収  ４日（日） 筑後市防災訓練        ☆午前１０時        ☆矢部川浄化センター  ７日（水） 下妻小学校 あいさつ運動         ５月１０日（水）下妻農事集会所にて平成２９ 

年度コミュニティ協議会の総会が開かれました。  各行政区長はじめ、各所属団体代表、地元市 

議会議員、小学校校長、馬間田駐在所員、市役所 

担当者など５２名（委任９名）の出席がありまし 

た。  昨年度は市より交付金として補助がありました 

が、当面のところ本年度は半年分の補助金が支給 

されます。しかし当協議会としましては、年間の収支予算、及び事業計画を組み、皆様にもご理解頂き、そ

の他の議案についても原案通りに可決されました。 

 



千葉県で発生した保護者会会長による児童誘拐殺人事件ほどショックを受けたことはなかった。昔も「人を見たら泥棒と思え」という言葉はあったが今の

子供たちは、名札を付けることもできず、顔見知りの大人も信じられない時代になったのだろうか？人が集まると規則ができ、絆ができる。 

それが続くと伝統文化となる。近年、近隣との関係が希薄になり伝統文化が壊れつつあり寂しく感じていたが、そんな中、今日（４月２９日）下妻 

水天宮祭の事前準備として世話人３０人が草取りの作業をした。その作業風景のすばらしいこと！下妻は、他所とは違う。良い文化、良い伝統はしっかり残し 

老人や子供たちが安心して暮らせるような村にしたいものだ。 

 

                                              
                                         

                                報告 文化・教育部会 

報告者（古賀光浩） 

・4月 20日定例会 

今後のエンジョイ広場について 

児童保護者へアンケート依頼 

・5月 18日次回定例会 

生活部会 

報告者（松竹卓生） 

・4月 24日定例会 

本年度の打ち合わせ 

自主防災部会 

報告者（下川尚志） 

・4月 6日から 15日春の交通安全県民

運動に際し、4 月 6 日サザンクス前で

セーフティステーションに参加 

・4月 16日下妻・富安区パトロール 

・4月 20日会長・区長 2名と中村市長、

蔵内県議へ防災拠点設置の要望書提出 

・5月 10日筑後中あいさつ運動 

・5月 21日馬間田南区パトロール 

福祉部会 

報告者（中村正暢） 

・4月 17日役員会 

・4月 29日総会（下妻農事集会所） 

意見・ 

質問等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

馬間田南区区長 

小学校校長 

 

 

ＰＴＡ会長 

馬間田駐在所員 

 

 

常用区区長 

下妻区区長 

富安区区長 

 

中牟田区区長 

中折地区区長 

・新任の挨拶 

・入学式出席のお礼 

・本年度は馬間田区デイサービス訪問 

・友添泰典氏の絵を校長室に展示 

・4月 21日ＰＴＡ総会 

・中折地で声掛け事案、アクアスで露

出、庄島で賽銭泥棒あり 

・わいせつ事件注意、防犯を呼び掛け 

・グリーンベルト、ミラーの設置要望 

・下妻行政区の案内看板設置要望 

・バイパス道路のスピード注意 

・横断歩道の設置要望 

・道路の拡張整備 

・環境水路の整備事業 

議題 

その他 

市（地域支援課）・Ｊアラートの説明 

・コミュニティ協議会予算の説明 

Ｊアラートとは、大災害や弾道ミ 

サイル発射、大規模テロといった 

武力攻撃など国民の生命・財産に 

危害を及ぼしかねない危険情報を

国民に知らせ、早期の避難や予防措置などによって被害の軽

減を図るため、導入された総務省消防庁の全国瞬時警報シス

テムです。ジャパンの頭文字Ｊと英語で警報を意味するアラ

ートを結び付けた造語で、正式名称は『全国瞬時警報システ

ム』。各自治体には防災無線による音声やサイレン、またコ

ミュニティ放送などで住民に伝える仕組みになっています。 
 

＊広報紙に対するご意見・ご感想、また地域

の情報等お寄せください。 

☎・ＦＡＸ ０９４４－６３－７８０３     ✉ simotsumamidori@basil.ocn.ne.jp  みどりの風  広報部 
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人は生まれて死ぬまで加齢を続ける。３０歳時に比べ８０歳

では、心係数は７０％、肺活量・腎血流量は５０％に減少して

いるそうだ。３０歳で体力が落ち始め４０歳で自覚する。 
今年は夏が早いだろうとのこと。高齢者は環境の変化に体の

対応が遅くなるので、注意してもらいたい。 
特に注意したいのが脳卒中である。夏は体温を下げようと血

管が拡張し、血圧が低下する。汗をかくので水分が不足し、血

液が濃くなり脳血管が詰まりやすくなる。予防としては、就寝

前と起床後にコップ１杯の水を飲むことだ。 
また、熱中症にも注意が必要だ。これにはこむら返りなどが

起きる熱けいれん、次に頭痛、吐き気を起こす熱疲労がある。

さらにひどい熱射病等もある。予防策としては、こまめに水分

をとることやエアコンをうまく利用し無理をしないことが基本

である。 

―PTA総会― 

日ごろのご支援とご協力に厚く御礼申し上げます。 

平成 29 年度父母教師会総会を 4 月 21 日に開催し、平成 28

年度事業報告、決算等の承認、平成 29年度役員、事業計画及び

予算（案）について、承認が得られましたのでご報告します。 

なお、今年度は、例年夏休みの最後に行っていた「福祉バザ

ー」を諸般の事情により中止とさせていただきます。これまで

物品を提供していただいた皆様には御礼申し上げます。また、

楽しみにされておられた皆様には心よりお詫び申し上げます。 

他の事業につきましては、例年通り実施いたしますので、今

後ともご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

早速ですが、6月 4日（日）（雨天の場合は 11日に延期）に資

源回収を行いますのでよろしくお願いします。 

下妻小学校ＰＴＡ 会長 東 信彦 

 

 4月 29日（土）下妻校区福祉会の

総会が下妻農事集会所で行われま

した。  当日は役員の方約 30名が参加さ

れ、福祉大会などの事業計画が承認

されました。  本年度も下妻校区の皆さんの豊
かな生活のために活動をして頂け

ることと思います。 

 

4/23  昨年の秋季大会を棄権したために、二部からのスタートとなった春季大会。
１・２回戦は寛元寺・長浜Ａチームでそれぞれ接戦だったが、打撃戦を制し、

準決勝へと進んだ。準決勝は馬間田のエース古賀の力投で対戦相手の欠塚チー

ムに大勝した。決勝戦の対戦相手は最近若返り（･･･とは言っても 40 歳以上）

が進む上久富チーム。対する我がチームは平均年齢 60歳に達しているが、守り

のかなめを担ったキャッチャー徳永は元気はつらつと活躍した。結果は準優勝

だったので、反省会では秋季大会（一部スタート）は優勝を狙ってがんばるこ

とを誓った。                   

馬間田壮年ソフトボール 


