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☆ 開所時間 ☆

９時００分～１２時００分／

１３時００分～１７時００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・・・
５月に入り、異常な猛暑が続いています。こまめに水分補給をおこなうなど、熱中症を防

ぐように心がけましょう。特に、小さなお子様や、ご高齢の方はご注意ください。
先日、市の防災訓練が実施されました。災害などの緊急時には、自助および共助が極めて

重要になります。日頃から隣近所とのつながりを大切にして、地域で防災力の向上に努めた
いですね。

★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ください。

水洗校区コミュニティ協議会 牛嶋 真由美

５月２１日（火）、志公民館にて運営委員会を開催し、令和元年度の総会議案を委員の皆さんへ

提案させていただきました。それを受けて、５月２６日（日）１９時より、水洗小学校の体育館で

総会を開催しました。提案された議案は、すべて原案どおり承認されました。

今年度の総会では、役員改選がおこなわれました。

これからも、近本輝雄前会長の後を引き継ぎ、下川

廣志新会長の下、皆様のご理解とご協力をいただき

ながら、事業を実施してまいります。

※総会資料を、各行政区隣組で回覧して

おりますので、ご覧ください。

水洗小学校運動会
５月２５日（土）、晴れやかな晴天の中、水

洗小学校の大運動会が開催されました。観覧席

からの拍手や声援を受け、１年生から６年生ま

で、日頃の練習の成果を家族や地域の方に見て

もらい、元気いっぱい競技に参加しました。

水洗校区コミュニティ協議会 総会
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6月 7月

～訂正とお詫び～

先月号（第５１号）の記事「水洗小学校入学式」掲載写真の下に記した氏名に誤りがあり

ました。訂正してお詫びいたします。

【誤】冬木剛PTA会長 【正】水田康弘PTA会長

2019年度筑後市防災訓練
５月２６日（日）、筑後市北部交流センター

にて筑後市防災訓練が実施されました。水洗校

区コミュニティ協議会は、地震により損壊、影

響を受けたライフラインの復旧訓練をおこない

ました。水洗校区では、住民の防災意識を高め

災害に強い地域社会づくりを目指します。
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 安徳　洋一  公民館長代表

 村上　ヤスコ  民生児童委員

役　　職 氏　　名 備　　考

会　長  下川　廣志

令和元年度水洗校区コミュニティ協議会役員
（※網掛けは新役員の方です）

《 議 題 》

第１号議案 平成３０年度事業報告

第２号議案 平成３０年度決算報告および会計監査報告

第３号議案 令和元年度事業の基本方針および事業計画案

第４号議案 令和元年度予算案

第５号議案 水洗校区コミュニティ協議会規約の一部改正

第６号議案 令和元年度役員改選について

日　付 曜日 内　　容 場　　所

6月1日 （土） エンジョイ広場「けん玉教室」９時～ 水洗小学校体育館

2日 （日） 水洗小学校ＰＴＡ資源ごみ回収　雨天：９日に延期 水洗校区内

3日 （月） ニコニコデー（船小屋行政区）10時～12時 船小屋公民館

あいさつ運動　筑後市中学校　7時45分～8時20分筑後中学校正門前

第53回役員会　１８時～ 協議会事務所

9日 （日） 志行政区　防災訓練 志公民館

16日 （日） 津島西デイサービス 津島西生活改善センター

22日 （土） エンジョイ広場「ファミリーバドミントン教室」９時～水洗小学校体育館

23日 （日） 尾島ふれあいデー　9時～ 尾島天満宮神社広場

24日 （月） 子育てサロン「七夕かざり作り」　１０時～１２時 船小屋公民館

5日 （水）

https://2.bp.blogspot.com/-420mCYwcQR8/WCqd0rKjA1I/AAAAAAAA_oI/W9dfC7-GkTslnQhpv2c_RmivCqZcMG0ygCLcB/s800/kids_katawokumu.png
https://3.bp.blogspot.com/-NeJJyyh-zY0/VoX5lK7KY2I/AAAAAAAA2XA/L8cyR-9e0JY/s800/school_undoukai.png
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青少年健全育成水洗校区民会議 総会

５月１３日（月）、船小屋公民館において青少年健全育成水洗

校区民会議（青少年健全育成部会）総会がおこなわれました。

総会では、３０年度事業報告・決算報告、令和元年度事業計画

・予算が審議、承認されました。エンジョイ広場担当者からは、

３０年度１９回のイベントを実施し、多くの子ども達が参加した

ことの報告と、令和元年度の計画についての説明がありました。

溝上尚武平成３０年度部会長より「子どもは元気の源です。

その子ども達が、元気に心豊かに生活できるように見守り応援するのが我々大人で、この会の目的

だと思っています。」とのお言葉がありました。水洗校区では引き続き、学校、地域、家庭が連携

し、力を結集して見守り活動や健全育成に向けた取り組みを進めていきます。

子育てサロン

５月２７日（月）、子育てサロン
「公園に行こう」が、４組９名の参
加でおこなわれました。前日までの
猛暑が一転、曇り空で涼しげな風が
ふいていました。筑後広域公園で遊
んだ後、船小屋公民館でおしゃべり
を楽しみました。

今回は、たまたま全員が同級とな
るのお子さんが参加したこともあり、
保護者同士、話しが盛りあがってい
ました。

次回は、七夕のかざりをみんなで
作りますよ！ぜひご参加ください♪

第５２回水洗校区コミュニティ協議会役員会

【議題】

１．小学校より（水洗小学校：川島校長先生）
２．令和元年の水洗校区コミュニティ協議会について

・基本事業計画について ・規約の一部改正について

・役員改選について ・役員報酬費について
３．総会原案について
４．令和元年度運営委員会について
５．令和元年度総会について
６． その他
７． 事務局より

・広報紙６月１日号原案提示 他
８． 次回役員会（主な内容）

～ 次回役員会 ６月５日（水）１８時より

５月８日（水）

★次回日程：６月２４日（月）１０時～「七夕かざり作り」 場所：船小屋公民館★

「カプラ積木教室」

４月２７日（土）、今年度最初のエンジョイ

広場「カプラ積木教室」がおこなわれ、新１年

生１１名を含む５８名の子ども達が参加しまし

た。

バラエティーに富んだ作品が次々に完成し、

子ども達の想像力の豊かさに驚かされました。

集中して黙々と作品を作ったり、グループで協

力しながら大きな作品を完成させたり、楽しい

一日となりました。

「剣道教室」

５月１１日（土）、水洗剣道部４名とエン

ジョイ参加者１６名で「剣道教室」がおこなわ

れました。

まず最初に、指導者の下川善弘先生より剣道

の心を学んだ子ども達は、「礼に始まり、礼に

終わる」との心得を胸に、姿勢や構えなどの基

本の動作を体験しました。素振りの時の声も、

徐々に大きくなり、体育館中に響き渡るほど元

気な声が出るようになりました。

エンジョイ広場

船小屋水天宮祭

５月５日（日）、公園の宿の手前にあります、

船小屋水天宮にて、「水天宮祭」がおこなわれ

ました。この日は天候にも恵まれ、新緑と矢部

川・赤橋がとても鮮やかに見える中、色とりど

りの奉納旗も風になびいて気持ち良さそうでし

た。

川と水を守る運動

５月１２日（日）、水洗校区各行政区におい

て、「川と水を守る運動」がおこなわれました。

各行政区では、多くの方々に参加していただき、

川を中心に泥や土砂、草などを取り除きました。

人と生き物が集う水辺の再生にむけた、河川環

境保全活動へのご協力ありがとうございました。

今後も、水洗校区のきれいな川や街をみなさ

んの力で守っていきましょう。

ＰＴＡ資源ごみ回収のお知らせ

６月２日（日）水洗小学校ＰＴＡ資源ごみ回収が予定
されています。

雨天の場合は、６月９日（日）に延期になります。
水洗校区内の皆様方のご協力をお願いします。

今年も水の

事故が起こり

ませんように

遊具も沢山あります！

外遊びも気持ちいいですね♪
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お願いします
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