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ひとこと・・・ 
タマホームスタジアム筑後が２年目のシーズンを迎えます。１年目シーズンに、ウエスタンリ

ーグ優勝や予想以上の来場者、とても賑やかな１年でした。まもなく、開幕戦が始まります。  

今年もまた、多くの来場者が訪れる事でしょう。賑やかで活気あふれる「水洗校区」になるよ

う、期待したいですね。みんなで応援しましょう！！  
  ★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 井口 由吏 

 
第２６回 水洗校区コミュニティ協議会役員会  
日 時：平成２９年３月１日（水）１９時～ 
場 所：水洗校区コミュニティ協議会事務所 

【議 題】 
１．報告 健康福祉部会・生活環境部会・青少年健全育成部会  ６．平成２９年度 水洗校区コミュニティ 
     防災訓練（伝達訓練）・バスハイク・その他        協議会役員の選考について 
２．平成２８年度 水洗校区コミュニティ協議会の取り組みの  ７．その他   
成果と課題について                   ８．広報紙３月１５日号の原案提示                     

３．平成２９年度の取り組みについて                

４．決算・予算編成スケジュール              

５．平成２９年度総会までの主なスケジュール 

                                           
                              水洗校区コミュニティ協議会事務所 
                                   次回役員会：４月５日（水）１９時から                                       

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年３月１５日発行 水洗校区コミュニティ協議会 第２５号 
発行：水洗校区コミュニティ協議会 〒833-0014 筑後市大字尾島７６０番地１ 
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 ２月２０日（月）、尾島公民館にて水洗校区福祉会研修会（健康福祉部会）が行われました。はじめ

に、顧問の北島一雄議員、村上博昭議員よりあいさつを兼ねてお話しを頂いた後、「各行政区の福祉的

課題を考える」というテーマで研修が進められました。 

地域ディサービス・子育て・虐待・引きこもり・認知症・高齢者の 

居場所づくりなどの課題について各行政区の悩み、取り組みについて 

それぞれ出し合い、共通の認識を深め、アイデアや意見を交換し、今 

後の活動に活かしていく、ということを話し合われました。 

 特に、各ディサービスにおいて、ボランティアの後継者不足という 

事が共通の悩みで、現在も試行錯誤しながら実施されていたり、ディ 

サービスのあり方として負担軽減、送迎の問題、他行政区との共催と 

いった事も話題に出ていました。 

 ２月２７日（月）、津島東公民館にて生活環境部会が行われました。筑後市役所かんきょう課より『ご

み減量』と４月からの『ごみ分別変更』について、スライドを見ながら説明をしていただきました。そ

の他、平成２８年度の活動報告、平成２９年度事業計画について報告がされ、不適切なごみの出し方

への対応に          ついて話しがありました。 

２９年度の事業計画としては、28 年度と変わらず、「資源ごみの

回収」「校区美化運動」「環境問題に関する研修会」「生活環境に対す

る啓発活動」を挙げられています。     

                校区にお住まいの皆さんには、今一度、ゴミの出し方について確

認して頂き、不適切な出し方が無いようにお願いします。校区の活

動、クリーン作戦・川と水を守る運動・矢部川河川美化「ノーポイ運

動」については、来年度も皆さんのご協力をお願いします。 

          

 ２月２８日（火）、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」それぞれについての報告がありました。 

エンジョイ広場については、年間２０回の内容を各公民館長、PTA 

の方々を中心に実施され、多くの子供さん方が様々な体験をされてい 

る事の報告がありました。あいさつ運動については、水洗小学校と筑 

後中学校正門前で年間５回ほど活動をされ地域の方々に協力いただい 

ている事、子ども会活動についても、様々な協議がなされ、中高生の 

リーダー育成の話しも出ました。 

 

3月17日 （金） 水洗小学校卒業式 水洗小学校

18日 （土） エンジョイ広場「青少年科学館へ行こう」９時～ 久留米青少年科学館

尾島行政区総会 尾島公民館

船小屋行政区総会 船小屋公民館

津島西行政区総会 津島西生活改善センター

船小屋消火訓練 鉱泉源公園

志行政区総会 志公民館

津島東行政区総会 津島東公民館

21日 （火） 津島西ディサービス 津島西生活改善センター

24日 （金） 水洗小学校　修了式 水洗小学校

27日 （月） 子育てサロン「公園に行こう」　10時～ 筑後広域公園

4月5日 （水） 第２７回役員会　１９時～ 協議会事務所

11日 （火） 水洗小学校　入学式 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

水洗小学校ＰＴＡ総会 水洗小学校

２２日 （土） エンジョイ広場「紙飛行機教室」９時～・開講式 水洗小学校

２４日 （月） 子育てサロン「こいのぼりを作ろう」　10時～ 船小屋公民館

（金）２１日

19日 （日）

20日 （月・祝）
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 ２月２６日（日）、バスハイクを開催し、４１名の方に参加していただ

き、日田方面へ「梅の観賞と豆田町おひなまつり」に行きました。 

 最初の目的地、日田市大山町おおくぼ台梅園へ行きました。満開とま

ではいきませんでしたが、白・薄いピンク・濃いピンクの梅がほのかな

香りを漂わせて見学者を迎えてくれました。 

 お昼ご飯は、直売所内のビュッフェでたくさんの美味しいご飯をいた

だきました。みなさん、美味しかったー、と喜んでいただきましたが、

時間が短くゆっくりはできませんでした。 

 最後の目的地、豆田町では、クンチョウ酒造で

の説明と試飲、各自でおひなまつりの散策を楽し

んでいただきました。「天領日田おひなまつり」期

間中で多くの観光客の方がお見えになり、とても

賑やかな街の中を思い思いに歩いて観光されまし

た。集合した時には、手にいっぱいのお土産を抱

えて、心地よい疲れの中帰りました。 

 今年度も、多くの

方に参加していただきました。 

楽しかったー、また来年も参加したい、多 

くの方と顔見知りになってお話しできて良 

かった、などの声を頂き、開催して良かっ 

たと思います。 

 参加されたみなさん、お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれ 

 

 

 
 

 3月 4日（土）、水洗小学校図工室にてみやまいいまち会 代表の田中敬一郎さんと坂田

富太郎さんを講師に迎え、「和ろうそく作り」を参加者 40名で体験しました。和キャンド

ルが出来るまでの歴史やハゼの実が材料になっている事等、お話ししていただきました。 

蝋の塊を熱で溶かし、プラスティックの容器に芯を立て、ゆっ           

くりと流しいれて冷えて固まるのを待ちました。 

 その間に、準備していただいたキャンドルに思い思いに絵付け 

の体験をし、それぞれの感性で書いた 40 本、様々な和キャンド

ルが出来ました。 

  田中さんより、「和キャンドルは煙がほとんど出ず、優しい明

かりを灯しますが、危ないので絶対に 1人で火を付け

ないように、お家の方と一緒にやって下さい」とお話

しがありました。 

 昔からの伝統を絶やさずに伝えていくのは大変だ

と思いますが、体験できた事はよい思い出になったこ

とでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２月２５日（土）、避難訓練を行いました。コミュニティ無線での放送を合図に、伝達訓練を各

行政区の役員の皆さんまで行い、その後、志公民館にて、筑後手をつなごう絆の会から防災士の吉

武 章さんを講師に迎え、講演会を兼ねた図上訓練（矢部川が氾濫したことを想定）を行いました。 

 図上訓練は、５つの行政区ごとに拡大地図の上に透明のシートを広げ、ふせんやカラーシール、

マジックを使い、支持通りに行政区の様々な特徴を記していきました。 

                             何気なく生活していると、気が付

か                           かなくなっている事も、改めて書き

出す                          出す事で再確認でき、とても重要な 

作業が                         作業が出来ました。 

                             最後に、それぞれ発表をしてもら

い                           い、問題点などをお互いに確認でき 

                            ましたので、今後の防災に役立てて

いただければ                      いただきたいと思います。                     

 ２月１８日（土）、水洗小学校のグラウンドで野球教室を開催し、水洗スターズの大西幸二監督を

講師に迎え、水洗スターズの子供さん達とエンジョイ広場の参加者７名で元気に行われました。 

 挨拶をしたあと、ランニング・体操をし、野球の基本であるキャッチボールやティーバッティング、

ベースランやゲームをしました。野球部の子供さん達が丁寧に教えてくれて、みんなとても楽しそう

に、少しずつコツを掴んでいました。男の子も女の子も頑張りました。 

 最後は、お母さん達から美味しいカレーのごちそうを頂き、嬉しそうに頬張って皆で食べました。 

 ２月中旬頃、水洗校区内において、車上荒らしが数件発生しております。 

窓ガラスが割られ、大変な損害を受けられています。他人事ではありません。 

車上荒らしにあわない為に、車の中には何も置かないようにしましょう。 

大切な車を守るために、気をつけましょう！！ 

 

上級生が丁寧に教えてくれました ボールをよく見て、えぃっ！ 走れ走れー！！ 志 

尾島 船小屋 津島東 

津島西 

梅園での集合写真 

見事な梅の花 

豆田町 クンチョウ酒造 

「新酒が出来ました！」 
お知らせの杉玉です 

4月より、ゴミの分別が一部変わりますのでお知らせします。 
 

1．白色トレイは、集団回収は無くなり、廃プラスティックで出す。（水洗校区：第 1・3水曜日） 

2．小型家電回収品目が拡大され、小型家電回収ボックス投入口に入る大きさの家電・コード類ＯＫ！ 

3．燃えないゴミが「金属類」「陶器類」「ガラス」「その他不燃物」の４分別になる。 
 

皆様のご協力をよろしくお願いします。詳しくは、広報ちくご（２月１５日号）と広報ちくご（３

月１５日号）と一緒に配布される「筑後市ごみの分け方・出し方カレンダー」でご確認下さい。 

原料のハゼの実

と材料の蝋 下から固まって

いきます。 


