4月15日 （日） 津島西デイサービス
18日 （水） あいさつ運動

津島西生活改善センター

7時45分～８時２０分

20日 （金） 水洗小学校ＰＴＡ総会

水洗小学校

21日 （土） エンジョイ広場「カプラ積木教室」・開講式

9時～ 水洗小学校体育館

22日 （日） 志デイサービス
１０時～１２時

7時45分～８時２０分

第40回役員会
（土・祝）

水洗小学校

19時～

協議会事務所

船小屋水天宮祭

船小屋水天宮

7日 （月） ニコニコデー（船小屋行政区）10時～12時

船小屋公民館

11日 （金） 尾島デイサービス

尾島公民館

13日 （日） 川と水を守る運動

水洗校区内の川や溝

14日 （月） 水洗校区民会議総会

19時30分～

船小屋公民館

津島東デイサービス

津島東公民館

津島西デイサービス

津島西生活改善センター

20日 （日）
22日 （火） 運営委員会

19時～

志公民館

26日 （土） 水洗小学校大運動会

水洗小学校

27日 （日） 水洗校区コミュニティ協議会総会
28日 （月） 子育てサロン「公園で遊ぼう」
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船小屋公民館

5月2日 （水）
5日

第３８号

志村公民館

23日 （月） 子育てサロン「こいのぼりを作ろう」
あいさつ運動

平成３０年４月１６日発行 水洗校区コミュニティ協議会

筑後中学校
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19時～

水洗小学校体育館

１０時～１２時

筑後広域公園

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事もあります≫
ひとこと・・・
桜がきれいな季節から新緑の季節に変わりつつある４月の半ば、学校では新１年生が緊張した顔で登
校する姿、社会では新社会人が着慣れないスーツ姿に初々しいなぁと、微笑ましいですね。自分の姿、昔
すぎてあまり思い出せません。
筑後広域公園では、ウォーキングやグラウンドゴルフ、犬の散歩などで賑わっています。春はお花がた
くさん咲いていて、気持ちのいい季節をみなさんも楽しまれて下さい。

★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 井口
４

いよいよ新年度が始まりました。新しい市長さんの誕生で、筑後市の市政もいろいろな面で新しい
取り組みがなされようとしています。
私どもの「水洗校区コミュニティ協議会」におきましても、月一回の定例役員会に加えて２回ほど
臨時の役員会を開き、今後の協議会のあり方について協議を重ねて参っております。
１月号の「水洗校区コミュニティ協議会広報」でもお知らせ致しましたように、昨年、筑後市議会
において「校区コミュニティ協議会」のあり方について論議がなされ「平成２９年度後期の予算が凍
結される」という事態になりましたが、最終的には、市当局と市議会による協議の結果、条件つきで
はありましたが、従来通りの額で可決されました。
しかし、本年度（平成３０年度）の「校区コミュニティ協議会」の予算につきましては、１割削減
が決定し、私どもの「水洗校区コミュニティ協議会」におきましても、非常に厳しい運営が強いられ
る事になりました。このような予算の状況ではありますが、今後、私ども水洗校区におきましても「地
域の自治機能」の果たす役割は、益々大きくなるものと考えます。
今後は、限られた予算の中ではありますが、校区の皆様のご要望・ご意見をお伺いしながら、可能
な限り五つの行政区・各団体等と相互に補完し合い「安心・安全な水洗校区づくり」のために取り組
んで参る所存です。
本年度もご支援、ご協力を頂きますようよろしくお願いいたします。
水洗校区コミュニティ協議会
会長 近本 輝雄

４月７日（土）、志公民館において校区福祉会総会が行われました。総会では、２９年度事業報告・
決算報告、３０年度事業計画・予算が審議され、その他の活動について報告がありました。
２９年度は、各行政区の福祉的課題をもとに、解決方法を試行
錯誤し、又、大学の先生の話を参考にしながら福祉について考え
てきました。
今年度も、福祉員・福祉相談員活動や、ボランティアのみなさ
んに支えられている地域デイサービス等、各行政区での活動を主
とし、水洗校区福祉会として、行政区間の連携、情報交換の場を
持ち、それぞれの課題について検討すること、などが挙げられて
います。
校区福祉会のみなさん、今年度の活動もよろしくお願いします。

少し先にはなりますが、平成３０年度水洗校区コミュニティ協議会の総会を開催致します。関係者
の皆様には、追って案内状を配布させていただきますので、当日のご参加よろしくお願いします。

日

時：平成３０年５月２７日（日）１９時より

会

場：水洗小学校体育館

由吏
１

ピラミッドを
作成中です！

３月１６日（金）
、降っていた雨も止み、この時期に
しては肌寒い卒業式になりました。３４名の子ども達は、
家族の方、学校の先生方、地域の方々に見守られ６年間
通いなれた学校を元気に巣立って行きました。
加藤校長先生から、一人一人卒業証書を受け取り、壇
上では将来の夢を堂々と発表して、成長した姿をみなさ
んに見てもらいました。
久留米絣のケースが
卒業式後、筑後広域公園にて
とても素敵でした。
桜の記念植樹が行われました。
この桜の木と共に成長し、き
れいな花を咲かせられるように、
中学校でも努力を惜しまず、周
りの方々への感謝の気持ちを忘
れないで頑張って下さいね。
卒業生の皆さん、よく頑張り
ました。卒業おめでとうござい
ます。

３月１７日（土）、今年度最後のエンジョイ広場「青少年科学館で
遊ぼう教室」を行い、３８名の子ども達が参加しました。毎年、たく
さんの体験が出来る青少年科学館ですが、館内の工事や、イベントの
関係でプラネタリウムや展示物は見る事ができませんでしたが、唯一、
「体験！古代エジプト調査隊」では、ピラミッドの構造や、ミイラの
包帯巻き、古代文字スタンプ、石積みパズル等、色々と体験しました。
その他、館内にある図書館で本を読んだり、パソコン体験をしたり
それぞれ楽しんでいたよう
です。
２９年度も２０回のエン
ジョイ広場を開催し、多く
の子ども達が参加しました。
３０年度は、４月２１日
が「カプラ積木」になって
います。新１年生も、是非
参加して下さいね。
包帯巻くの難しいね

４月１１日（水）、元気いっぱい３８名の新１年生が水洗小学校に入学しました。保護者の方、地
域のみなさん、学校の先生方、６年生のみんなに見守られ、入学式が行われました。
加藤校長先生から新入生に 3 つの約束、
「地域の人・友達・先生に元気な声で挨拶しましょう」
「学
校の決まりを守り、友達と仲良くしましょう」
「出来なかったり、失敗をしても最後まで諦めないで
頑張りましょう」とお話があり、「出来ますか？」の問いに元気に「はいっ！」と返事をして会場か
ら拍手が湧きました。
６年生のお兄さんお姉さん達が、１日の流れを劇にして分かりやすく紹介してくれました。１年生
のみなさん、早く学校に慣れて楽しい学校生活を送って下さいね。
地域のみなさんも、見守って下さい。よろしくお願いします。
緊張の入学式でした!(^^)!
６年生の姿を真
剣に見つめる１
年生。６年生、
リーダーとして
頑張ってね。

気持ち良く走れましたか？

３月１１日（日）、筑後広域公園
において「第２５回 ちっごマラソ
ン大会」が行われました。絶好のマ
ラソン日和で、1,090 名のランナー
のみなさんが完走されました。
この日は、旭化成の「清水将也
（しみずまさや）
」さんがゲストラ
ンナーでした。小さなお子さんから高齢者の方まで、多くのラン
ナーと一緒に広大な筑後広域公園を走られました。
水洗校区からも選手はもちろん、ボランティアで行政区長さんをはじめ、地域のみなさんが数日前
から会議や選手の参加賞の袋詰め、当日も多くの仕事をして大会を支えていただきました。
選手の皆さん・ボランティアの皆さん、お疲れ様でした。
２

２９年度も、子ども達の見守り活動
をしていただき、ありがとうございま
した。３月１６日、６年生は無事卒業
していきましたが、４月１１日、新１
年生が入学しました。
守るッ隊の方から、
「卒業式の前日、
６年生の女の子が歩いてきて、
『今日ま
で見守っていただきありがとうござい
ました。』と言ってくれた」とのお話し
を聞きました。自分たちが、地域の方
々に見守られ、安心して通学出来た事
を理解し、きちんとお礼が言える子が
居た事、本当に嬉しく思いました。
守るッ隊のみなさま、見守り活動中
は、ご自分の安全も確保していただき、
今年度も引き続きよろしくお願い致し
ます。

桜がハートの形にに見えませんか？

３月２６日（月）、「公園に行こ
う」が行われ、桜が咲くポカポカ
陽気の筑後広域公園で行われまし
た。４組６名と少ない参加でした
が、お子さん達は元気いっぱい気
持ち良さそうに遊んでいました。
みんなで一緒に懐かしい「はな
いちもんめ」で体を動かし、公園
に笑い声が響き楽しい時間を過ご
しました。最後は、おやつタイムで楽しい会話が弾みました。
「今日が最後です」と言われていたお母さん。
「今までありが
とうございました。
」と、お礼を言われていました。子育てサロ
ンでも、嬉しい出会いとさみしい別れの季節です。
次回：４月２３日（月）「こいのぼりをつくろう」

４月４日（水）

【議題】
活動中の、帽子・ジャンパー・ベ
スト・旗の在庫が事務所にありま
すので古くなったものは交換出来
ます。帽子は、メッシュタイプとメ
ッシュでないタイプがあります。
必要な方は、お問い合わせ下さい。

１. 校区コミュニティ協議会会長・事務局長会議について
２. 水洗校区コミュニティ協議会事務職員労働条件通知書
３. 平成３０年総会までの取り組み（予定）について
４. 役員改選について
５. その他
６．事務局より
広報紙４月１５日号原案提示
安全・安心部会より
（マグネットシート・守るッ隊帽子、ヘルメット）
７．次回役員会

～

次回役員会
３

５月２日（水）１９時より

～

