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ひとこと・・・ 

梅雨に入りました。じめじめして嫌だなぁと、モヤモヤした気持ちでおよそ 1 カ月を過ごす事にな

りますよね。この時期、雨が降り過ぎて水害の心配や作物の成長にも気を使われている方も多いと思

います。降らないとカラカラになるし、降り過ぎても困る。自然をコントロール出来れば一番いいの

ですが、そんな魔法使いの様な事は・・・残念ながら出来ません。 

  今年の梅雨は、熊本・大分の被災地が、特に心配です。これ以上、辛い思いをして欲しくありませ

ん。この辺りも、数年前に水害を経験してますので、「備えあれば憂いなし」ですね。 
 

 ★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 

行   事 

                       

第１７回 水洗校区コミュニティ協議会役員会 
 

日 時：平成２８年６月８日（水）１８時～ 

場 所：水洗校区コミュニティ協議会事務所 

【議 題】 

１. 中村副会長の紹介                              

２. 特定健診の推進について 健康づくり課より 

３. 平成２８年度総会の反省                                                                           

４. 平成２８年度 第１回各部会の開催について 

５. 次回の役員会の主な内容                    水洗校区コミュニティ協議会事務所 

６. 事務局より報告                                   次回役員会：７月６日（水）１９時から 

７. 広報紙６月１５日号の原案提示 

                                                  ☆   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 

   ≪仕事の都合で開所時間や昼休みの時間が変わることもあります≫ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５月２９日（日）１９時より、水洗小学校体育館において「平成２８年度 水洗校区コミュティ協

議会総会」が行われました。 

 ご来賓として、筑後市議会議員 北島一雄さん、筑後市役所より水洗校区担当として、八女西部ク

リーンセンター事務局長 高松雅哉さんにお越しいただきました。校区からも多くの方々にご出席

いただき、出席者６１名、委任状２２名で出席者の過半数をもって総会は成立いたしました。 

 第１号議案から第５号議案について報告があり、それぞれ拍手をもって承認され無事に終了いた

しました。 

当日は、雨の降る中、多く

の方にお越し頂きありがと

うございました。 

本年度は、昨年度実施し

た各部会の事業に対して更

に検討を加え、いっそう充

実させてまいります。 

今後もコミュニティ協議

会として、出来ることから

取り組み、地域の方々に協

力をして頂きながら運営し

ていきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。                             
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6月 7月

開所日 

カレンダー 

平成２８年度 役員の方々です 

　第４号議案　平成２８年度事業計画案

　第５号議案　平成２８年度予算案

≪議　　題≫

　第１号議案　平成２７年度事業報告

　第２号議案　平成２７年度決算報告及び会計監査報告

　第３号議案　水洗校区コミュニティ協議会規約の附則追加について

6月18日 （土） エンジョイ広場「けん玉教室」　９時～　 水洗小学校体育館

２１日 （火） 津島西ディサービス 津島西生活改善センター

２７日 （月） 子育てサロン「親子で遊ぼう」　１０時～ 船小屋公民館

7月2日 （土） エンジョイ広場「郷土料理教室」　９時～　 水洗小学校家庭科室

４日 （月） 校区コミュニティ協議会・行政区長合同研修会 サンコア

６日 （水） 第１8回役員会　１９時～ 協議会事務所

８日 （金） 尾島ディサービス 尾島公民館

１０日 （日） 志ディサービスと子ども会七夕祭り 志公民館

１２日 （火） 船小屋ディサービス 船小屋公民館

１６日 （土） エンジョイ広場「カブト虫教室」　９時～　 水洗小学校図工室

１８日 （月・祝） 津島東ディサービスと子ども会七夕祭り 津島東公民館

２１日 （木） 津島西ディサービス 津島西生活改善センター

２５日 （月） 子育てサロン「七夕まつり」　１０時～ 船小屋公民館

会　長 近本　輝雄 志

庄山　哲朗 志

中村　幸生 津島西

冨安　佳代子 志

溝上　尚武 船小屋

徳永　忠雄 尾島

下川　廣志 津島東

北島　秀行 津島西

事務局長 下川　浩道 津島東

村上　伸也 津島東

坂田　芳文 ―

平成２８年度水洗校区コミュニティ協議会役員

役　職 氏　名 行　政　区 備　　考

副会長

行政区長代表（行政区長）

公民館長代表

民生児童委員代表

部会長

青少年健全育成部会代表（行政区長）

健康福祉部会代表（行政区長）

生活環境部会代表（行政区長）

安全・安心部会代表（行政区長）

監　査
PTA会長

水洗小学校教頭

　※　網掛けは新役員の方です
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 ５月２１日（土）、水洗小学校運動会が素晴らしい

五月晴れの元、開催されました。 

子供達の微笑ましい力一杯の競技に、観覧席から

は、あちこちで笑いとともに大きな拍手が起こりまし

た。競技の度に、赤組・白組からそれぞれ大きな勝ど

きもあがり、「心を一つに最後までやり通す運動会」

となりました。 

１年生も入学間もない中、お兄さん・

お姉さんに一生懸命について動く姿が、

とてもかわいらしく見えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昨年の９月１５日号でもお知らせいたしました「犬の散歩」に関するマナーについて、今月号

でもいま一度掲載させていただきます。 

 水洗校区には、「筑後広域公園」という大きな公園があり、よく犬の散歩をされている方を見かけま

す。ほとんどの方が、マナーを守られていますが、時々マナーを守らず周りの方々が困るよう行為を

されている方がいらっしゃるようです。公共の場なので、皆さんがお互いに気持ち良く利用出来るよ

う、マナーを守っていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

５月２８日（土）、水洗小学校体育館にて「カプラ積木教室」を、上陽町ふるさ

とわらべ館館長 原口昌宏さんを講師に迎え開催、３７名の子供達が元気に参加し

ました。 

６班に分かれ、それぞれ思い思いの作品を「何をつくろ

うかなぁ」と考えながら作成していきました。高く積み上

げた積木がバランスを崩して「ガシャーン」と音を立てて

崩れ落ちる時は、「うわーっ」とか「きゃー」と悲鳴があ

がる場面もありました。 

 最後まで、根気強く作り上げた作品を見て、子供達の眼

はきらきらと輝いていて、達成感で満ち溢れていました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ６月５日（日）、島田にある「矢部川浄化センター」において、平成２８年度 筑後市防災訓練が実

施されました。昨年は、総合的な訓練でしたが、今年は川などでの災害を想定した「水防訓練」が行

われました。 

 訓練は、多くの市民が見守る中、消防署職員・消防団・市役所職員の方が実際に土嚢を作り、土嚢

を使った４つの工法（積み土嚢・改良積み土嚢・むしろ張り・月の輪）を分かれて訓練されまた。み

なさん、本番さながらにあっという間にそれぞれの訓練が終了しました。特に、水洗校区には「矢部

川」がある為、訓練等でやり方を覚えておく事がとても大切だなと、見ていて感じました。 

 ５月１３日（金）船小屋公民館において、「平成２８年度 青少年 

健全育成水洗校区民会議総会」が行われました。 

 平成２７年度事業報告、平成２７年度収支決算報告及び監査報告、 

平成２８年度事業計画、平成２８年度予算について報告があり、拍 

手をもって承認されました。 

 その他、水洗校区民会議役員・推進委員の承認について、「エンジ 

ョイ広場」事業報告及び決算報告、平成２８年度「エンジョイ広場」 

事業計画及び予算についても報告があり、こちらも拍手をもって承 

認されました。 

 水洗小学校安永校長先生やＰＴＡ会長の村上さんからは、子供達 

の見守り等、学校への協力に関してお礼を述べられ、船小屋駐在所 

の松岡警部補からは、ボランティアを長く続けるために体調管理に 

注意して下さい、との言葉を頂きました。村上議員からは、熊本地 

震のボランティアでの経験から、周りの方とのコミュニケーション 

が大事、という事をお話ししていただきました。 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  ６月１日（水）、筑後中学校正門にて「あいさつ運動」が 

行われました。この日は、中村征一市長も参加され、地域の

方々・ＰＴＡの方々と一緒に子供達に「おはよう」と元気に

声を掛けられました。子供達も大きな声で「おはようござい

ます」と返し、朝から気持ちの良い 1日のスタートを切りま

した。参加された方々には、感謝いたします。 

                  子供達には、このような運動を通して、声を出し元気なあ

いさつをする事の大切さを学んで欲しいなぁ、と思います。 

 

朝から元気に 

「おはようございます」 

お願いします！！ 

 ６月４日（土）、水洗小学校体育館において「書道教室」を開催、１７名の子供達が参加しました。

昨年に続き、講師に原口書道教室 渡辺明子さんを迎え、指導していただきました。 

 昨年は、お正月前で「掛け軸風」の書き初めでしたが、今回は「色紙」に好きな文字を一文字書く

書道を体験しました。一つの文字を書くため、みんなは何を書こうか、かなりの時間をかけ何枚も練

習して、いざ本番！！納得できた子、思うように書けなかった子、様々いましたが集中して書くこと

が出来ました。 

 

鳥の巣？中に入って

出てこれるかな？ 

かまくら？に出入り口が出来ました！！ 

何枚も書いて練習した成果が、世界で１つの「色紙」になりました。心のこもった作品が出来ました！！ 

積み土嚢工法 改良積み土嚢工法 
 

むしろ張り工法 月の輪工法 


