
 

                                        

 

  ５月１０日（水）下妻農事集会所にて平成２９ 

年度コミュニティ協議会の総会が開かれました。  各行政区長はじめ、各所属団体代表、地元市 

議会議員、小学校校長、馬間田駐在所員、市役所 

担当者など５２名（委任９名）の出席がありまし 

た。  昨年度は市より交付金として補助がありました 

が、当面のところ本年度は半年分の補助金が支給 

されます。しかし当協議会としましては、年間の収支予算、及び事業計画を組み、皆様にもご理解頂き、その

他の議案についても原案通りに可決されました。 

 

  ごあいさつ 
下妻校区コミュニティ協議会  会長 太田黒 一八            下妻校区コミュニティ協議会は発足以来 8年となります。 

昨年モデル校区として下妻校区、水田校区、松原校区各 

コミュニティ協議会が選任されましたが、私達校区がトップ 

ではないかと思っております。  少子高齢化が進み、今年 3月に『筑後市立小学校再編計画』 

が答申され、5月に説明会が行われる予定になっております。現在の筑後中学校校

区内小学校 6校が 6年後再編され、800人のマンモス小学校になると聞いておりま

す。  下妻校区コミュニティ協議会は下妻小学校と共に地域の皆様の協力で活動して
きました。小学校再編になっても『子供は地域の宝』これからもコミュニティ協議

会の役割は大きいと思います。           

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

    
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

みどりの風       平成３０年５月１５日 
Ｖｏｌ．９７ 

下妻校区コミュニティ協議会 
事務局広報委員会発行  事 業 名 実施期間 事業内容 備  考 

カレンダー制作 30年 4月～ 下妻の人・行事等の紹介 全戸配布・別途 

  31年 3月 カレンダーを作成 希望者に販売 

ちっご祭 30年 9月 23日 地域対抗競技に参加   

下妻校区 30年 9月 29日 下妻小学校児童と校区民の合同   

合同大運動会   大運動会を開催   

下妻校区 30年 10月～ 校区でのグラウンドゴルフ大会   

グラウンドゴルフ大会     11月     

視察・研修 
 

コミュニティ協議会の視察   

注連縄作り・餅つき 30年 12月 16日 下妻小学校への協力   

下妻校区防災訓練 31年 1月 18日 避難・炊出し訓練、防災講習  

安全安心対策事業 
30年 4月～ 

31年 3月 

毎月１回防災パトロール・年末パト 

ロール・消火栓等取り扱い訓練 

子ども見守り活動 
 

健康講座 30年 7月～ 認知症予防をテーマにした講演  

男の料理教室 30年 7月～ 男の料理能力の獲得  

歩こう！しもつま 30年   

広報紙「みどりの風」 30年 4月 15日～ 毎月１回（１５日）協議会広報紙を 全戸配布 

の発行 31年 3月 15日 発行 市立図書館等配布 

インターネット 
 

地域内外への情報発信活動 
 

ホームページ作成 
 

市のホームページに掲載 
 

青少年育成事業 30年 4月～ 
子ども見守り活動 等 

  

役 職 氏 名 役 職 氏 名 

会 長 太田黒 一八 事務局長 下川 尚志 

副会長 下川 明人 事務局次長 江﨑 廣文 

副会長 江崎 年昭 監 事 力武 忠晴 

会 計 藤吉 美幸 監 事 右田 喜俊 
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※敬称略  5月 10日（木）常用公民館にて平成 30年度コミュニ 

ティ協議会の総会が開かれました。  各行政区長はじめ、各所属団体代表、副市長、地元市 

議会議員、小学校校長、馬間田駐在所員、市役所担当者 

など 48名（委任 16名）の出席がありました。  本年度は市よりの補助金が 10％削減され、厳しい予 

算組となりましたが、昨年とほぼ変わらない事業を行 

うことが承認されました。  また本年度は役員改選が行われ、設立時よりご尽力頂いておりました副会長の塚本洋さん、村上由明さんが 

退任されました。長い間ありがとうございました。  会場には中牟田区の塚本綾子さんに作って頂いた、たくさんのアレンジフラワーが飾られました。いつも花を
添えていただき、ありがとうございます。 



行事予定（5/15～6/15） 

それは、５５・６年前のことです。家の近所に共同風呂があり、風呂を上がり家に帰っている時倉庫の上を火の玉（人魂）が飛んでいました。また隣組で 

は、小学６年生が大将となって高さ約 5メートルの花火櫓を建て、毎年夏に２回花火をあげていました（お地蔵さんとおこぼさん）。私が花火を見ていたその 

時体に異変が起きていたのです。体は動くが夢を見ているようなあたかも脳震盪を起こしているような状態になっていたのです。恐くなりすぐ家に帰っ

たらスーッと正常になりました。同じ年の２回目の花火の時も全く同じことが起きたので、よそ（親族）の家に逃げ込んだら前回と同じように正常になりました。 

誰にも信じてもらえないかもしれませんが、世の中には、何か不思議な事があることは確信しています。政治・経済また個人においても不正を疑われるような 

ことが多々ありますが来世はありますよ。「天 網 恢 恢
てんもうかいかい

疎
そ

にして漏らさず」ちなみに、私に宗教心はありません。 

4月 20日（金）下妻小学校体育館で平成 30年度 

下妻小学校父母教師会（PTA）総会を開催しました。 

内容は、先にお配りした「平成 30年度父母教師会要

項」のとおりです。 

なお、総会要項８ページ 平成 30 年度 PTA 会計予算書（案）の 2 支出の部 本年
度予算額及び増減欄の記載に誤りがあり、修正のうえ承認されましたこと、紙面を借り

て報告させていただきます。修正部分は、１運営費 100,000（0）を 120,000（20,000）、

２活動費 625,000（△10,000）を 615,000（△20,000）、カ委員会活動費 150,000（△

10,000）を 140,000（△20,000）、４予備費 12,006（3,180）を 2,006（△6,820）です。

合計欄に修正はありません。 

日ごろのご理解とご協力に感謝申し上げるとともに、本年度も例年通りの活動を行い

ますので、今後ともご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

下妻小学校ＰＴＡ会長 東 信彦 

 

  

 

大規模災害時の受援計画策定などのため、『地

域支援課』が『協働推進課』と『防災安全課』

に分かれました。 
それに伴い下妻校区担当の市役所職員のかた

が右記のとおり変わられました。 
尚、地域支援課の下川尚彦課長は防災安全課

の課長となられました。今後ともよろしくお願

いいたします。 
 

                                              
                                         

                                報告 文化・教育部会 

報告者（古賀光浩） 

〇4月定例会実施せず 

〇部会員を増員してほしい 

〇5月 16日次回定例会 

生活部会 

報告者（松竹卓生） 

〇4月 24日定例会（5名出席） 

・部会員変更の確認（老人クラブ 2名変

更） 

・部会の構成 

・平成 30年度予算（予定）  部会費、男の料理教室  ・平成 30年度の部会   健康講座、検診同行、男の料理教室 

〇5月 28日次回定例会 

自主防災部会 

報告者（下川尚志） 

〇4月 15日中牟田での初期消火体験中止 

福祉部会 

報告者（中村正暢） 

〇4月 21日役員会 

〇4月 28日総会（馬間田公民館） 

 区長会 

報告者（右田喜俊） 

〇区長会は必要に応じて開催する 

〇小学校再編説明会について（区長会・  コミュニティ役員 5月 28日実施） 

意見・ 

質問等 

 

 

 

 

小学校校長 

 

ＰＴＡ会長 

 

下妻剣道スポ団 

 

〇入学式出席のお礼 

〇4月 20日ＰＴＡ総会 

〇小学校再編説明会について（児童保護者

及び未就学児保護者対象5月14日実施） 

〇ＧＷに数回の大会に出場 

議題 

その他 

〇コミュニティ協議会役員について 

〇コミュニティ協議会構成団体について 

＊広報紙に対するご意見・ご感想、また地域

の情報等お寄せください。 

☎・ＦＡＸ ０９４４－６３－７８０３     ✉ simotsumamidori@basil.ocn.ne.jp  みどりの風  広報部 

１６日（水） 常用区 デイサービス 
１６日（水） 中折地区 デイサービス 
２０日（日） しもつま福祉バス 総会 
２２日（火） 下妻区 デイサービス        ☆下妻小学校３年生を迎えて 
２２日（火） 中牟田区 デイサービス 
２４日（木） 筑後市防災講演会        ☆午後７時３０分        ☆サザンクス筑後大ホール 
２７日（日） 馬間田区 デイサービス 
２７日（日） 県営筑後広域公園体験エリア 

開園式典 
☆下妻小学校児童 記念植樹 

２８日（月） 小学校再編計画説明会        ☆区長・みどりの風役員        ☆中折地公民館        ☆午後７時  ６日（水） 下妻小学校 あいさつ運動 
１０日（日） 下妻小学校 資源回収 
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 4月 28日（土）下妻校区福祉会の総会が馬間田公民

館で行われました。  当日は役員約 30名が参加され、福祉大会などの事

業計画が承認されました。  本年度は 3期 6年にわたり、下妻校区の福祉にお

いてご尽力頂いた本田勲衛さんが会長を、古後一憲さ

んが副会長を、また中村正暢さんが事務局長を退任さ

れました。長い間ありがとうございました。 

新たな会長として江﨑廣文さん、副会長に右田喜俊

さん・酒井善弘さん、事務局長として下川明人さんが

就任されました。どうぞよろしくお願い致します。 

※敬称略 

下妻区福祉会 会長 
江﨑 廣文 

（えさき ひろふみ） 

 

江崎 紹泰 課長 協働推進課 

山口 真  課長 高齢者支援課 

牛島 裕一 課長 道路課 

井上 浩二 課長 商工観光課 

下坂 佳代 担当 協働推進課 

※市役所の校区コミュニティ協議会担当課長に

ついては、校区での協議（代表者会議等）に参

加して頂き、協議会の運営等についてのアドバ

イスを行って頂きます。 


