4月16日
19日

志ディサービス

志公民館

津島西ディサービス

津島西生活改善センター

（日）
（水）

あいさつ運動

水洗小学校

7時30分～

水洗小学校正門前

21日

（金）

水洗小学校ＰＴＡ総会

22日

（土）

エンジョイ広場「紙飛行機教室」・開講式、9時～

水洗小学校
水洗小学校

24日

（月）

子育てサロン「こいのぼりを作ろう」

船小屋公民館

5月2日

（火）

第28回役員会

12日

（金）

尾島ディサービス

尾島公民館

10時～

19時～

平成２９年４月１５日発行 水洗校区コミュニティ協議会

協議会事務所

13日

（土）

市子ども会対抗ドッヂボール大会

筑後広域公園県南体育館

14日

（日）

川と水を守る運動

水洗校区内の川や溝

２０日

（土）

エンジョイ広場「カプラ積木教室」９時～

水洗小学校体育館

21日

（日）

津島東ディサービス

津島東公民館

２２日

（月）

子育てサロン「公園であそぼう」

23日

（火）

運営委員会

２7日

（土）

水洗小学校大運動会

２８日

（日）

水洗校区コミュニティ協議会

10時～

志公民館
水洗小学校
総会

水洗小学校体育館

時：平成２９年４月５日（水）１９時～
所：水洗校区コミュニティ協議会事務所

【議 題】
１．校区コミュニティ協議会に関する区長代表者と
議員との意見交換会
２．校区コミュニティ協議会会長・事務局長会議
３．平成２８年度 水洗校区コミュニティ協議会の
取り組みの成果と課題について（案）
４．平成２９年度 コミュニティ協議会人事について
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筑後広域公園

第２７回 水洗校区コミュニティ協議会役員会
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５．平成２９年度水洗校区コミュニティ協議会の
取り組みについて
６．総会までのスケジュール（確認）
７．広報紙４月１５日号の原案提示
８. その他

４月３日（月）、志公民館にて平成２８年度 第２回安全・安心部会が開催されました。今回は、船小
つ屋駐在所の松岡由展さんに「見守り活動について」講演会をしていただき、その後平成 28 年度事業
計画と実施状況について部会長の北島区長から報告がありました。
松岡さんのお話しでは、
「守るッ隊」の方々が、毎朝交差点付近に立ち、通学を見守られていること
に対し労をねぎらわれ、その後、交通事故の事例をご自分の体
験談を交えて話していただきました。交通事故というものは、
予見できないところで起きる。事故から逃れる為には、「出来
るだけ車道に出ない」、
「動いている車から目を離さない」
、「事
が起きそうになった時の逃げ場所を考えておく」、という事を伝
えていただきました。自分の身は自分で守る、という事を常に
考えていただき、この活動を永く続けて欲しい、と最後にお話
しされました。
4 月は、新入生も入学します。慣れない通学に危険な事が起
きませんように！！

水洗校区コミュニティ協議会事務所
次回役員会：５月２日（火）１９時から
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お休み：土・日・祝

各行政区では、
「地域で子ども守るッ隊」として、地域の方にボラ
ンティアで子どもの見守り活動を行っていただいております。あり
がとうございます。
残念ながら、1 月に島根県において子供の見守り活動中に、飲酒
運転の車にはねられ亡くなられた事故が発生しております。
お忙しい時間の中、地域の子供さん達の為にご尽力いただき大変感謝するとともに、見守り活動中
は特に注意され、無理のない活動をお願い致します。今年度もよろしくお願いします。
水洗校区コミュニティ協議会

≪仕事の都合で開所日、開所時間や昼休みの時間が変わることもあります≫
ひとこと・・・
旅立ち、出会いの春ですね。桜も咲き、心が躍るような気分です。ただ、花粉症・アレルギーを
お持ちの方には大変つらい時期でもあります。私もその一人です。寒い冬が去り、やっと暖かい
日が来ました。散歩をするのも気持ちいいと思います。筑後広域公園が近い私たちの校区は、本
当に恵まれた環境にありますので、大いに公園を活用しましょう。
★協議会、広報へのご意見、ご感想、また地域の情報をお寄せ下さい。
水洗校区コミュニティ協議会

４

井口

由吏

少し先になりますが、平成 29 年度 水洗校区コミュニティ協議会の総会を開催致します。関係
者の皆様には、追って案内状を配布させていただきますので、当日のご参加よろしくお願いします。
日

時：平成 29 年 5 月 28 日（日）

場

所：水洗小学校体育館

19 時より

１

4 月 8 日（土）、校区福祉会の総会が、尾島公民館で行われました。総会では、22 名の出席を得
て、平成 28 年度事業報告・決算報告、平成 29 年度事業計画・予算が審議され、新旧役員さんの紹
介等があり、閉会しました。
団塊の世代が全て 75 歳に達してしまうのを、
「2025
年問題」と言われている様ですが、世の中の高齢化は待っ
たなしで進んでいっています。そういう中で、地域の役割
は、さらに大きなものになっていくだろうと思われます。
しかし、重要性に反し、老人会の解散、ディサービスボ
ランティアの後継者不足等聞こえてきます。これらを少し
でも解決し、地域力を維持・発展させる為には、区域の枠
を超えて、模索が必要になってくるのではなかろうか、と
筆者は思ったものでした。（筆者：H．S．
）

3 月１７（金）、水洗小学校にて第１２６回卒業式が行われ、４０
名の子供さん達が、家族の方、学校の先生、地域の方々に見守られ、
６年間過ごした水洗小学校を巣立ちました。
卒業生 1 人 1 人、壇上で将来の夢を大きな声で、とても清々しく、
はつらつとした小学生として最後の発表をしました。
卒業式後、学校前の筑後広域公園内に、記念の桜を植樹し、卒業生
が少しずつスコップで土を掛けました。みなさんの成長が桜と共に大きく花咲くよう、地域の方々
も見守ってくれています。色んな事にチャレンジしてたくさんの経験をして下さい。
みなさん、６年間よく頑張りました。卒業おめでとうございます！！

3 月 27 日（月）の子育てサロンは、筑後広域公園で開催予定でしたが、強風と寒さの為、急遽船
小屋公民館に変更になりました。そんな中でも、9 組 12 名のお子さんがお母さん方と参加してく
れました。この日は、保育園・幼稚
園・新 1 年生のお子さん方も弟さん
や妹さんと一緒に参加し、賑やかに
開催されました。
絵本の読み聞かせや、折り紙、風
船で自由に遊んだり、お母さん同士
でのお話し、ベテランのお母さんさ
ん方とも色んなお話しをされ、楽し
い時間を過ごされました。

３月１８日（土）、久留米市の青少年科学館に３８名の子供さん達と行きました。
最初に、コスモシアターで「くまモンのほしぞらおもちゃばこ」のプラネタリウムを見ました。子供
それぞれ
さん達は、分かる星座を声に出して、みんなで楽しく星の勉強ができました。
その後は、集合時間まで思い思いに、色々なものに触れたり、体験をして楽しみました。
今回で、２８年度のエンジョイ広場は終了しましたが、今年度は４月２２日が最初のエンジョイ広場
になり、「紙飛行機教室」を予定しています。たくさんの体験
が出来るようにご尽力いただいた担当の皆さんに感謝いたし
ます。２９年度も、皆さんの参加を待ってます！！

筑後市では、今年度も年間 5 回、小中学校の正門前付近であいさつ運動が行われます。あいさつ運動
が行われる日や場所に限らず、爽やかなあいさつが出来る「水洗校区」になればいいなと思います。
今年度の最初は、4 月 19 日（水）水洗小学校正門前で 7：30～8：10 に実施され
ます。校区の皆さんも、ご参加いただきますようよろしくお願いします。
今後のあいさつ運動実施予定
水洗小学校：12 月 6 日（水）
筑後中学校：7 月 5 日（水）、11 月 1 日（水）、平成 30 年 1 月 10 日（水）

3 月 12 日（日）、筑後広域公園にて第 24 回「ちっごマラ
選手の皆さんの為に、ありがとうございます
ソン」大会が行われました。
招待選手には、リオデジャネイロオリンピック男子マラソン
日本代表の安川電機「北島寿典（きたじまひさのり）」選手を
お招きし、春の心地よい天気の中、多くの参加者が元気いっぱ
いに走りました。小さなお子さんから高齢者の方まで、ボラン
ティアの方、応援者の声援の中、大粒の汗を流しながら 1,080
名のランナーがゴールへと走り抜け完走しました。
水洗校区から選手はもちろんですが、行政区長さんをはじめ、地域のみなさんが何日も前から会議
や選手の参加賞の袋詰め、当日の仕事など、ボランティアで参加されました。このような方々の支え
があって運営がされている事、嬉しく思います。選手の皆さん、ボランティアの皆さん、お疲れ様で
した！
ゴールを目指して頑張れ🚩

小学生も頑張りました

次回の開催は、4 月 24 日（月）「こいのぼりを作ろう」です。
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