3月16日 （金） 水洗小学校

卒業式

水洗小学校

津島西デイサービス

津島西生活改善センター

17日 （土）
エンジョイ広場「青少年科学館で遊ぼう教室」

久留米青少年科学館

9時～

尾島行政区総会

尾島公民館

18日 （日） 船小屋行政区総会

２１日

津島西生活改善センター

志行政区総会

志公民館

津島東行政区総会

津島東公民館

（水・祝）

修了式

水洗小学校

26日 （月） 子育てサロン「公園に行こう」

１０時～１２時

筑後広域公園

4月2日 （月） ニコニコデー（船小屋行政区）

１０時～１２時

船小屋公民館

４日 （水） 第39回役員会
11日 （水） 水洗小学校

19時～

協議会事務所

入学式

水洗小学校

15日 （日） 津島西デイサービス

津島西生活改善センター

18日 （水） あいさつ運動

筑後中学校

7時45分～

20日 （金） 水洗小学校ＰＴＡ総会

23日 （月） 子育てサロン「こいのぼりを作ろう」
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２月１８日（日）、志公民館において水洗校区福祉会（健康・福祉部会兼）が行われました。
九州大谷短期大学福祉学科 学科長で教授の中村秀一先生に、「これからの地域福祉の考え方につ
いて」をテーマに講演をしていただきました。
地域で支え合うことの重要性という内容で、たくさんのお話しの中
から特に大切な事は、
“パターナリズムに陥らない”という事でした。
パターナリズムとは、
「強い立場にある者が弱い立場の者の意志に反
して、弱い立場の者の利益になるという理由から、その行動に介入し
たり、干渉したりする」という意味で、常に相手の立場に立ち「～し
てあげる感」を抱かせないような支えが重要だという事でした。全て
の住民が、安心・安全を土台として自分らしく生活できる地域づくり
を、水洗校区で目指していけたらと思います。

水洗小学校

21日 （土） エンジョイ広場「カプラ積木教室」
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第３７号

船小屋公民館

津島西行政区総会

23日 （金） 水洗小学校

平成３０年３月１５日発行 水洗校区コミュニティ協議会
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水洗小学校体育館

１０時～１２時

船小屋公民館
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９時００分～１２時００分／
１３時００分～１７時３０分
☆

7
14
21
28

※ 時間内でも外出している場合があります

お休み：土・日・祝

≪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≫
ひとこと・・・
待ちに待った「春」の季節になりました。まだまだ肌寒いですが、日なたで当たる日差しがポカポカで
気持ちも晴れやかになりますね。寒い季節に縮まった体ですが、暖かくなり背筋が伸びそうです。
先日テレビで「インフル花粉症」の話しをされていました。インフルエンザと花粉症が同時に発症する
症状が出てきているとの事でした。花粉症だと思い込んでいたら症状が長引き、実はインフルエンザにな
っていて拡散させてしまった、という事例が多く出てきているようです。みなさん、気を付けましょう。

★協議会、広報へのご意見、ご感想、または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

２月２３日（金）、船小屋公民館にて青少年健全育成部会が行われました。各事業の評価として「エ
ンジョイ広場」
「あいさつ運動」
「子ども会活動」それぞれについて経過報告をしていただきました。
意見が挙がったのが「校区外行政区の子どもや広報紙について」
でした。以前よりもこの状況が増えている現状について解決する方
法を今後話し合う事が急がれます。
エンジョイ広場についても報告があり、年間２０回の事業につい
て、担当の方よりお話しがありました。今年度も、担当のみなさん
のご尽力により多くの子ども達が、普段学べない事を体験出来た事
の報告がありました。あいさつ運動は、水洗小学校２回・筑後中学
校３回、年間計５回の活動があり、地域の方々に協力いただいてお
ります。子ども会活動の課題についても、報告がありました。

２月２７日（火）、津島東公民館にて生活環境部会が行われました。この日は、「ゴミ減量の推進
について」をテーマに講習会を開き、筑後市役所かんきょう課の２名の方から、スライドや資料を
使ってお話しをしていただきました。この中で、
「ゴミを減らすためにどうしたらいい？」という問
いには、

と、普段から意識すれば出来る事を話されました。その他、２９年
度事業報告・３０年度事業計画（案）、水洗小学校 PTA の２９年度
資源ごみ回収についての報告がありました。
校区の皆さんには、来年度も水洗校区内の校区美化活動や水洗小
学校 PTA 資源ごみ回収へのご協力をお願いします。
１

２月２４日（土）、津島西生活改善センターにおいて「水洗校区防災訓練」を行いました。
９時より、情報伝達訓練を行いました。各行政区の役員さんまで行い、終了後は津島西生活改善セ
ンターまで歩いてきていただきました。
10 時からは、筑後市消防本部の 3 名の方に防災講話と、AED の使い方のお話しをしていただき
ました。防災講話の中では、たくさんのお話しをしていただきましたが、中でも地震や水害はこの地
域でも経験があるので、防災に対する備えをいま一度確認して下さい。AED の使い方では、参加さ
れたほとんどの方が使い方の勘違いをされていた事が分かりました。AED の機器は、単体での使用
では人の生命を復活させることはできません。人命の為には、AED と心肺蘇生がセットで必要にな
AED と心肺蘇生はセットで
ります。みなさん、ご存知でしたか？
今回、炊き出し訓練も行いました。津島西
行政区のみなさんにご協力いただき、カレー
を作っていただきました。「とても良い経験を
させていただきました。
」とおっしゃられ、こ
ちらもお願いして良かったと思いました。
津島西行政区の女性の皆さん、
各行政区の関係者の皆さん、ご参加いただ
ありがとうございました。
き、ありがとうございました。今後も、ご協
力をお願いします。
皆さん美味しく頂きました。

近本会長、胸骨圧迫体験中

２月２５日（日）、水洗校区バスハイクを行い、３７名の参加で太宰府方面にいきました。
この日の太宰府天天満宮は、菅原道真公の命日にあたる「梅花祭」が行われており、多くの観光客
が訪れていて、参道は人が溢れていました。そんな中、ガイドの方に案内をお願いし、知っているよ
うで知らなかった太宰府天満宮のお話しを聞きながら鳥居から本殿まで歩いて移動しました。本殿前
の「飛梅」の前で記念撮影をするのも一苦労でした。式典も行われており、より一層賑やかでした。
昼食をみんなでいただき、その後は「九州国立博物館」と「自由散策」に分かれそれぞれ楽しい時
間を過ごされたようです。
九州国立博物館では、
「王義之と日本の書」が展示され、特に書に興味のある方は楽しみにされてい
ました。自由散策では、参道でのお買い物やお茶を楽しまれていました。毎月２５日は、天神様の日
という事でよもぎ入りの梅が枝餅が販売されており、
「これを楽しみに来ました」とおっしゃる参加者
の方もおられました。最後に立ち寄った「石村萬
盛堂」では、最後のお買い物を楽しまれ、雨で残
念だった天候も気にならないくらい楽しい１日で
した。参加されたみなさん、お疲れ様でした。

２月１７日（土）、水洗小学校グラウンドにて
開催され、９名の子ども達が参加しました。野
球部の子ども達には、野球をやったことのない
子も、野球部のみんなの動きを真似しながら、
楽しく参加出来ました。
野球部の大西監督さんをはじめ、保護者のみ
なさん、野球部の子ども達にも協力いただきあ
りがとうございました。

３月３日（土）、水洗小学校体育館にて開催し、
２３名の子ども達が参加しました。最初は、キャ
ッチの練習をし、大人の方も交えて２チームに分
かれゲームをしました。上手にキャッチが出来た
子、惜しくも当たってしまった子、様々な場面が
見られましたが、見ていて嬉しかったのが、上級
生がキャッチし、なかなか手にすることが出来な
い下級生に渡してあげるところも見られました。

２月２６日（月）、船小屋公民館にて子育てサロンがおこなわれま
した。この日は、１３名のお母さんとお子さんが参加されました。
風船を使って「バルーンアート」に挑戦しました。予め、係りの皆さ
んで風船を膨らませ、色とりどりの風船をそれぞれ取ってもらい、キ
リンやうさぎ、ダックスフントなど、説明を聞きながらお母さん方は
お子さんの為に奮闘されました。残念ながら割れてしまう場面も見ら
れ、大きな音に泣きそうな顔をしたお子さんもいました。
最後に、おやつタイム。お話しも弾んで楽しいサロンになりました。

※次回は公園になっておりますが、天候により公園から船小屋公民館
へ移動する事もあります。ご了承ください。

～

次回役員会

４月４日（水）１９時より

参加者のみなさんと「飛梅」の前で記念撮影
２

3 月 7 日（水）

【議題】
１. 水田２号踏切付近の交差点（通学路）改良工事について
２. 青少年育成指導員（１名）の推薦について
３. 小学校体育館に替わる避難所の確保・・・・・志公民館？
４. 各部会より報告
５. 平成３０年度水洗校区コミュニティ協議会について
６ 平成３０年度総会までの取り組み
７．役員改選について
８．その他
９．事務局より（広報紙３月１５日号原案）、その他

３

～

