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卒業式

水洗小学校

エンジョイ広場「ロボットと遊ぼう教室」９時～、閉講式

久留米青少年科学館

ベースボールパーク筑後オープン

ベースボールパーク筑後
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志公民館

津島西総会
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津島東総会

津島東公民館

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

２４日

（木）

水洗小学校

２８日

（月）

子育てサロン「こいのぼり作り」１０時～

船小屋公民館

第１5回役員会

協議会事務所

4月6日

（水）

修了式

１9時～

９日

（土）

筑後市クリーン作戦

１１日

（月）

水洗小学校

１２日

（火）

船小屋ディサービス

２２日

（金）

水洗小学校ＰＴＡ総会

２３日

（土）

エンジョイ広場

水洗校区

9時～

船小屋公民館
１５時４５分～

水洗小学校

開講式、「ドッジボール教室」９時～

水洗小学校体育館

時：平成２８年３月２日（水）１９時～
所：水洗校区コミュニティ協議会事務所

【議 題】
１. 放課後子供教室の実施について（社会教育課より）
２. 防災備品購入見積もりの結果
８. 決算・予算編成のスケジュール
２. 防災訓練実施
９. 平成２８年度総会までの主なスケジュール
３. 平成２７年度 第２回生活環境部会（講習会） １０. 平成２８年度 水洗校区コミュニティ協議会
４. 筑後市青少年育成指導員の推薦と承諾
役員人事・その他について
５. 荒尾市役所 事務所視察
１１．その他
６．平成２７年度 水洗校区コミュニティ協議会
１２．広報紙３月１５日号原案提示
の取り組みの成果と課題について
７．平成２８年度 取り組みの重点について
水洗校区コミュニティ協議会
次回役員会：４月６日（水）１９時から
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第１４回 水洗校区コミュニティ協議会役員会
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第１３号

水洗校区内

入学式

日
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平成２８年３月１５日発行 水洗校区コミュニティ協議会

４月
月 火 水 木 金
1
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開所時間 ☆
９時００分～１２時００分／
１３時００分～１７時３０分
☆

土
2
※ 時間内でも外出している場合があります
9
16
お休み：土・日・祝
23
30

≪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≫
ひとこと・・・
３月ですね。別れと旅立ちの春です。嬉しいような悲しいような・・・そんな季節ですね。
今年の福岡の桜の開花は、３月２２日頃のようです。花見の予定をそろそろ考えないと・・・という方
は多いのではないでしょうか？ でも、ＰＭ２．５や黄砂、花粉の季節なのでアレルギーの方は一番つら
い季節です。
少しずつ暖かくなりますが、まだまだ油断できません。うがい・手洗いは続けましょうね。
★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
４

２月２７日（土）、平成２７年度水洗校区避難訓練（伝達訓練・講演会）を開催致しました。
コミュニティ無線で放送をした後、情報伝達訓練を９時３０分から、講演会を 10 時３０分から
志公民館で行い、「筑後手をつなごう絆の会」から防災士の吉武章さんと他２名の方に来ていただ
き、「自主防災組織に求められるもの」をテーマにしてお話をしていただきました。
吉武さんのお話の中で、おっしゃられた事は、
☆ 隣近所で仲良くする事
☆ 自分達の地域は自分達で守る
☆ 地域にあったやり方を見つけて備えておく
☆ 自分の命→家族・親族の命→他人の命の順番
など、大事な事をお話されました。

水
洗
校
区
防
災
倉
庫
開所時間

東日本大震災復興支援に行かれた時の写真
を目の当たりにして言葉が出ませんでした

水洗小学校敷地内西側（志公民館側）に、水洗
校区防災倉庫が完成しました。現在、防災備品を
購入し、災害時に対応できるように準備中です。
また、準備が整いましたら、皆さんにお知らせ
いたしますのでよろしくお願いします。

「介護保険制度の改正における総合事業とは」をテーマ
にして、2 月 15 日（月）校区福祉会の研修会が尾島公民
館に於いて開催され、筑後市高齢者支援課・課長の青木さ
んより説明がありました。
「今後、高齢者（65 歳以上）増加、生産年齢（15～6
4 歳）減少社会が顕著になり、このまま推移すると介護に
対する費用の負担増・支え手の人材不足等が大きな問題に
なってくる。その予防策として、高齢者も出来るだけ外出
などをして、健康な心身を保つ事を心掛ける必要があり、
地域としても、その居場所の提供や、住民の皆さんによるお互いの助け合いが求められる。こうい
う事が、地域支援事業として今後の介護保険制度に直結していく。」というような内容でしたが、一
高齢者の筆者にとっては、身につまされるものでした。
（筆者：研修会に出席した高齢者 Ｓ）
１

２月２９日（月）津島東公民館において、第２回の「生活環境部会」が行われ、雪の降る寒い中
に、関係者の方々に集まっていただきました。
筑後市役所かんきょう課より２名の方に来ていただき、
「めざそう！ゴミ減量 30％」というテー
マで、スクリーンを使ってお話しをしていただきました。市の現状として、ゴミ処理に多額の金額
がかかるという事、多額の金額を使わないでいいような、各家庭で出来るごみ減量につながる方法
などをお話いただきました。分かっているようで詳しくは分かっていなかった事もお話しを聞いて
とても感じました。
環境問題は、難しいところが多いので色々な質問や提案などがされ、とても活発な部会になりま
した。
市より、家庭から出た生ゴミを堆肥化し、ゴミ減量を推進するために、生ゴミ処理容器等を斡旋・
購入助成をしていることも紹介されました。詳しくは、か
んしょう課へお問い合わせ下さい。
ゴミの問題は、一人だけ取り組んでも何も変わらないと
思いますので、一人一人が取り組んでいく問題ではないで
しょうか？ ご家族で見直してみませんか？
２８年度の取り組みとしていくつか挙げられました。最
後に、校区民の方々にご協力いただく事があると思います
ので、よろしくお願いします。内容については、総会でお
知らせいたします。
筑後市 かんきょう課（ＴＥＬ：５３－４１２０）

今年度も筑後市クリーン作戦が行われます。多くの方のご参加よろしくお願いします。
日 時：平成２８年４月９日（土）9 時～
集合場所：水洗小学校グラウンド

今回の子育てサロンは、１３名の子供達とおばあちゃん・お母さん方（１０組）
が参加されました。
来月３月３日ひなまつりにちなんで、最初にひな祭りの由来の紙しばいをし
てもらい、静かに聞いてました。その後「ひなかざり」を、紙皿や、いろ紙、
ペンを使ってお内裏様とお雛様を作りました。子供達は、おばあちゃん・お母
さんに手伝ってもらいながら思い思い
紙皿で作った
かわいいひなかざり、出来ましたね
に色を塗ったり、のりで貼ったりしな
ひなかざり
がら、上手に出来ました。
最後に、みんなでおやつを食べながら元気に走ったり、お
もちゃで遊んだりして楽しい時間を過ごしました。
次回の子育てサロンは、３月２８日（月）１０時から「こ
いのぼり作り」です。場所は、船小屋公民館（船小屋セブン
イレブン裏になります）です。
多くの方のご参加お待ちしています。

２

２月２０日（土）、第１８回目のエンジョイ広場は「野球
教室」を開催、水洗スターズの子供達１３名とエンジョイ広
場の参加者４名の子供達で行われました。当日はあいにく
の雨でしたが、体育館の中で元気に練習しました。
水洗スターズの監督さんをはじめ 3 名のコーチの方に指
導していただき、エンジョイ広場の子供達は野球部の子供
達に交じって走ったり、投げたり、キャッチしたり、打った
りの練習をした後、2 チームに分かれてゲームをしました。

元気に「お願いします！」の
あいさつをして始めました。

しっかりボールを見て！！

エンジョイ広場の参加者は、残念ながら少なかっ
たのですが、野球部の子供達が良く声を掛けてくれ
てとてもいい練習と交流になりました。
練習後は、お母さん方からカレーライスのご褒美
を頂き、みんなで仲良く食べました。
水洗スターズのみなさん、ありがとうございました。

ダッシュも野球の大事な練習です

当たらないように気をつけて！
３月５日（土）、第 19 回目のエンジョイ広場は「ドッヂビー教
室」を開催、24 名の子供達が参加しました。
ドッジビーは、ドッジボールのルールで、柔らかいフリスビーを
使った競技です。当たっても痛くないようになっており、子供達は
思い切り相手のコートを目がけて投げて遊びました。3 班に分かれ、
1 チーム 2 試合ずつ行いました。積極的にフリスビーを取りに行く
子もいれば、コートの隅をひたすら逃げている子も居て、見ていて
感心しました。下級生はなかなかとることが出来ず、悔しそうな顔
をしている子供も中にはいました。上級生が優しく渡している場面
もあり、嬉しく思いました。
ゲームの後は、的当てを行い、狙いを定めて顔の書かれた段ボ
よーく見て、的を落とすぞ
ールを落として遊びました。フリスビーが的をかすめて当たらな
い時は、
「あー！」と大きな声を出して悔しがる姿もありました。
7 つの的を全て落とした子は居ないようでしたが、集中した顔は
とても凛々しく見えました。
次回、3 月 19 日（土）で今年度のエンジョイ広場は最後にな
りますが、来年度も開催します。28 年度の最初は 4 月 23 日
（土）
「ドッジボール教室」を行う予定です。多くの子供達の参加
を待っています。

３

