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ひとこと・・・ 
  お盆を家族の皆様でお過ごしのことと思います。先月の大雨での災害で、朝倉市、東峰村、添田町、

大分県日田市のみなさん方は大変な被害に遭われ、途方に暮れている方が大勢いらっしゃると思います。

お亡くなりになられた方々のお悔やみと、被害に遭われた方々へお見舞いを申し上げます。 
  水洗校区も矢部川のある地域ですので、このような出来事は他人事とは思えません。私達はこの様な

事に遭遇した時、自分の命をどのようにして守る事ができるのか・・・、考えさせられました。 
  
★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 井口 由吏 

                    
                         タマスタのひまわりが咲きました！！                          

                            （表紙タイトル内の写真） 

                              

                              ☆   開所時間 ☆  

                          ９時００分～１２時００分／ 

                                 １３時００分～１７時３０分 
                                

   ※ 時間内でも外出している場合があります 
                              お休み：土・日・祝                               

                      （８月１３・１４・１５日はお盆休み） 
≪仕事の都合で開所日、開所時間や昼休みの時間が変わる事もあります≫ 
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8月 9月

 ７月２０日（木）、津島西生活改善センタ―において、安全・安心部会が行われ、関係者の皆様に 

お集まりいただきました。 

２８年度の事業報告、２９年度の事業計画を報告されたのち、 

参加者の方からの質問やご意見をいただきました。緊急時の連 

絡体制の件や、通学路（踏切付近の交差点）の危険箇所の件、 

地域の防犯、システムがパンクした場合の連絡方法など、多く 

課題が出ました。 

 水洗校区の防災士 石橋公子さんからは、朝倉でのボランティ 

ア活動を経験された事から、「日頃から避難する場合の想定をし、 

すぐに持ち出せるように準備をする事が大切です」とのアドバ 

イスがありました。 

 ７月２３日（日）、船小屋公民館において、青少年健全育成部会が行われ、関係者の皆様にお集まり

いただきました。 

 コミュニティ協議会 近本会長のあいさつの中で、今後は、既 

存の団体である「校区民会議」と部会との一本化を目指す事、 

などをお話しされ、参加者の方から５月に行われた「タマスタ 

での花植え（ひまわり）」を、今後も継続していけたら・・・と 

いうような意見もありました。 

 その他にも、「子ども１１０番の家」の看板の設置状況につい 

てや、エンジョイ広場の実施状況の報告もありました。 

地域のみなさんに協力していただきながら、子ども達が安心 

できる地域づくりが目標です。 

 

 ７月２５日（火）、津島東公民館において、生活環境部会が行われ、関係者の皆様にお集まりいただ

きました。 

２８年度活動報告、２９年度事業計画の説明があり、各行政 

区・PTA・子ども会、農業団体などの活動内容について確認し 

現況について話し合いました。 

 PTA資源ごみ回収の周知は全戸配布チラシがよい、コミュニ 

ティ広報紙にも掲載する、矢部川河川美化「ノーポイ運動」は 

尾島・志行政区にも回覧を回してほしい、筑後船小屋花火大会の 

翌日清掃には、各行政区から１名以上の参加がある、クリーン作 

戦などの清掃活動で拾うゴミの量が年々減少している事は運動の 

成果である、という意見が出されました。 

 

 

筑後市一斉ラジオ体操 ７時～　雨天時：体育館 水洗小学校グラウンド

水洗小学校愛校作業　ラジオ体操終了後 水洗小学校

津島西ディサービス 津島西生活改善センター

25日 （金） 水洗小学校　２学期始業式 水洗小学校

28日 （月） 子育てサロン「出前健康講座（食育について）」　１０時～ 船小屋公民館

9月2日 （土） 尾島行政区秋祭り 尾島天満神社境内

3日 （日） 水洗小学校ＰＴＡ資源ごみ回収 水洗小学校グラウンド

6日 （水） 第３２回役員会　１９時～ 協議会事務所

志　高齢者福祉大会 志公民館

津島西ディサービス 津島西生活改善センター

１２日 （火） 若宮神社よど祭り 船小屋若宮神社

16日 （土） エンジョイ広場「モールアート教室」　９時～ 水洗小学校図工室

１７日 （日） 船小屋　高齢者福祉大会 船小屋公民館

１７日 （日） 津島西　高齢者福祉大会 津島西生活改善センター

１８日 （月・祝） 尾島　高齢者福祉大会 尾島公民館

１８日 （月・祝） 津島東　高齢者福祉大会 津島東公民館

津島東よど祭り、子ども相撲大会 津島東八幡神社

志　秋季総会 志公民館

ちっご祭り　地域対抗イベント　１０時１５分～ 市民の森　芝生広場

25日 （月） 子育てサロン「ゲーム大会」　１０時～ 船小屋公民館

30日 （土） エンジョイ広場「けん玉教室」　９時～ 水洗小学校体育館

8月20日 （日）

23日 （土・祝）

１０日 （日）
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 津島東と津島西（７月１６日）、尾島（７月２１日）で行われたディサービスを紹介します。 
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                           ９月３日（日）に水洗小学校ＰＴＡ資源

ごみ回収が予定されています。 

                            雨天の場合は、9月１０日（日）に延期

に             になります。 

                                        水洗校区の皆様方のご協力をお願いしま 

す。  す。なお、資源ごみ回収のおしらせのチラ

シが全世帯に配布されます。 

                           

                                           

                                                    

                                        

                                       
                                         ご協力を 

お願いします 

            

 

 

 

                            

                                             

                                

                                

                                

                                 
                                 
                                

                                

             
【議題】 
１. 第１回各部会実施状況（報告・課題） 
２. 平成２９年度 年間事業計画案について 
３. 「高齢者地域活動支援補助金」の 

活用について（継続） 
４. 水洗校区コミュニティ協議会に残された課題（継続）  
５. 水田二号踏切付近の交差点（通学路）の 

                安全確認について 

６. その他 
７. 事務局より（広報紙８月１５日号原案 等） 
８. 次回役員会  
 ～次回役員会 ９月６日（水）～  

  

 江口喜宏先生を講師に迎え、採集時の注意事項や、 古賀隆広先生を講師に迎え、ライフジャケット 

育て方を教えて頂きました。           を着ての水の浮き方や、カヌーに乗る際の注意事 

 １７名の参加者で、班ごとにカブト虫やクワガタ 項などを聞き、３１名が元気に参加しました。 

と触れ合い、力くらべや棒に登らせて遊びました。  上手にカヌーを操作し、時々ぶつかりながらも、 

 子ども達は楽しい時間を過ごしました。     貴重な体験が出来ました。また、ハンギリも体験 

                        しました。  

                 

                 

                ＰＴＡ 

                 

 

 

カブト虫教室（7/15） カヌー教室（8/5） 

水洗小学校から津島東行政区に繋がる通学道路沿いが、藪状態であったところを下川土木（株）さ

んのご厚意によりきれいにしていただき、道路の見通しもよくなりました。 

                                 以前も、藪状態になってい

るところを、きれいに刈り取

っていただいてましたが、約

２年経ち同じように木や草

が覆い茂っていました。子ど

も達も安心して通れるよう

になりました。ありがとうご

ざいました。 

                                     （生活環境部会）  

       

刈り取る前 刈り取り後 県南公園 県南公園 

今年も「筑後市一斉ラジオ体操」が水洗小学校グラ

ウンド（雨天時は水洗小学校体育館）で行われます。 
 

日  時：平成２９年８月２０日（日）午前７時から 
 

場  所：水洗小学校グラウンド 
 

愛校作業：午前７時２０分～９時００分 
尾島ディサービス 

津島東ディサービスと子ども会七夕祭り 

津島西ディサービス 

 午前中は、参加者皆さんで

健康体操をして体を動かし、

午後からは子供会と一緒に

七夕まつりを開催、高齢者の

方と子ども達は短冊に願い

事を書き、笹に飾り付けをし

ました。みんなで歌を歌った

り、おやつを食べて楽しい時

間を過ごしました。 

 奉納の書は、対象者の皆さ

んが一文字一文字交代して

書かれ、短冊が提げられた笹

の横に飾られました。その後

は、皆さんで歌を歌ったり、

一緒に食事をされたり、会話

が弾んだディサービスにな

りました。次回も楽しみです

ね。 

 

対象者とボランティアの

皆さんで、短冊に願い事を書

き、笹に飾りました。体を動

かしたり、頭を使ったり、字

を書いたり、食事をしたり、

お話しを聞いたり。１日で多

くの事を体験され、有意義な

時間を過ごされました。 

８月２日（水）  ７月３０日（日）、７時３０分から清掃

ボランティアに多くの方が参加し、蒸し暑

い中、汗をかきながら頑張りました。 

 皆さんが安心して使えるように、きれい

になりました。お疲れ様でした。 

クワガタも強い！ カブト虫、どこまで登るの？ 

みなさん、参加して下さい！ 

みんな上手だね。 

ハンギリは、バラ

ンスが難しいです 


