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◆ 令和元年６月５日役員会にて事務局長選出 ◆

５月の総会は、事情で欠席しておりましたので、６月の役員会で事務

局長を仰せつかりました志の庄山哲朗です。

水洗校区は、大きく様変わりしている地域です。この絶好の機会を生

かし、安全で安心できるまちづくり、楽しいまちづくりをおこなってい

きたいと考えています。

校区の皆様方のご意向や下川会長の指導・指示を受けながら、新しい

まちづくりに頑張っていきたいと思います。校区の皆様方のご協力とご

支援をよろしくお願いします。

水洗校区コミュニティ協議会 事務局長 庄 山 哲 朗
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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
（８月１３日・１４日・１５日 お盆休み）

≪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・・・
6月は、船小屋行政区の「ニコニコデー」、尾島行政区の「尾島地域憩いの場」へお伺いい

たしました。高齢者の皆さんの楽しまれている姿や晴れやかな笑顔、おしゃべりしながら地域
の方々と交流されてある様子を拝見いたしました。また、地域のボランティアさんも共に楽し
みながら、生き生きと活動されていました。

今後、各行政区での取り組みや活動の様子も、広報紙を通して校区の皆様にお届けできた
らと思っています。

★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
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このたび、令和元年度水洗校区コミュニティ協議会総会において会長

に就任いたしました下川廣志でございます。

なお、今年度は会長の他、１０名の役員が交代いたしました。今まで

の役員同様、新体制についても皆様方のご協力よろしくお願いいたしま

す。

さて、当協議会は、少子高齢化社会を迎える中に行政区・団体のコミ

ュニティ活動が将来においても維持できるように、これを補い、受け皿

なるために平成２７年に発足いたしました。

又、水洗校区では、筑後広域公園を始め、新幹線筑後船小屋駅や関連

道路が次々に整備され、私たちが育った時代とその風景が大きく変化い

たしました。

今までとこれからでは、生活環境の変化と合わせて、物の見方考え方

も多様化するものと思います。

このような状況において、当協議会は今後どのような運営が望ましいのか大変難しいところです

が、今までに積み上げられてきた当協議会の実績と課題を引き継ぎ、皆さんと一緒になって考え、

行動してまいりたいと考えています。

水洗校区の地域力を維持し、さらに向上させるため、皆様方のご協力とご支援をよろしくお願い

いしたします。 水洗校区コミュニティ協議会 会長 下 川 廣 志

水洗校区コミュニティ協議会 会長あいさつ

会長 下川 廣志

事務局長 庄山 哲朗

◆ 小学校再編計画（案）説明会開催のご案内 ◆

標記について、下記日程で説明会が開催されます。地域の未来を考える上でも大変重要な説明会
となります。校区の皆様、ぜひご参加ください。（チラシが広報ちくご７月号と一緒に全戸配付されます）

■日 時：令和元年７月２３日（火）１９時より ■会 場：水洗小学校 体育館

7月1日 （月） ニコニコデー（船小屋行政区）　10時～12時 船小屋公民館

3日 （水） あいさつ運動　7時45分～８時２０分 水洗小学校

6日 （土） エンジョイ広場「こどもヨガ教室」　９時～ 水洗小学校体育館

７日 （日） 志デイサービス 志公民館

12日 （金） 尾島デイサービス 尾島公民館

１７日 （水） 第54回役員会　１９時～ 協議会事務所

19日 （金） 水洗小学校　１学期終業式 水洗小学校

20日 （土） エンジョイ広場「理科教室」　９時～ 水洗小学校図工室

津島東デイサービスと子ども会七夕祭り 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

22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

２３日 （火） 小学校再編計画（案）説明会　１９時～ 水洗小学校体育館

24日 （水） 尾島地域憩いの場 尾島公民館

31日 （水） 第1回生活環境部会　　　　１９時～ 津島東公民館

２１日 （日）
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第５３回水洗校区コミュニティ協議会役員会

１． 通学合宿について市社会教育課より説明

２． 小学校より（水洗小学校：川島校長先生）

３． 新役員（事務局長）の承認について

４． 令和元年度総会の反省等について

５． 基本事業の日程について
（守るッ隊の方々へ感謝の給食 ・グラウンドゴルフ ・バスハイク）

６． 自主防災組織等連絡会議について

７． 防災備品の確認作業及び報告等について

８． 筑後市防災訓練に関する意見・要望等

９． 筑後市民一斉ラジオ体操について

★次回日程：７／２２（月）１０時～「七夕かざり作り」★

守るッ隊のみなさまへお知らせ

いつも子どもたちの見守り活動

をしていただきありがとうござい

ます。防犯パトロールの一環で、

自転車用「防犯パトロール中」の

シート１５枚を購入いたしました。

自転車をご利用の方は、ぜひ、自

転車に取り付けていただき、校区

内の防犯活動にご協力をお願いし

ます。

必要な方は、

事務所までお知

らせください。

けん玉教室

６月１日（土）、参加者２１名で「けん玉教

室」がおこなわれました。指導

者の坂井有二先生より、基本の

ひざと手の使い方や持ち方を学

んだ後、様々な技にも挑戦しま

した。けん玉を使ったゲームも

盛り上がり、最後に希望者のみ

検定試験を受け、後日認定証を

交付していただきました。

ファミリーバドミントン教室

６月２２日（土）、参加者４９名で「ファミ

リーバドミントン教室」がおこなわれました。

指導者の松熊さんより基礎を学

び、チームに分かれてゲームを

楽しみました。子どもたちは、

熱心にボールを追いかけ、うま

く相手コートに返せた時は、歓

声が上がっていました。

エンジョイ広場

子育てサロン

６月２４日（月）、子育てサロン

「ベビーマッサージ」 が 、１１組

２５名の参加でおこなわれました。

今回は、子どもの体の不調を緩和す

るマッサージを実践しました。やさ

しく語りかけながら、愛情いっぱい

のふれあいの中で、子どもたちも気

持ち良さそうに穏やかにほほえんで

いました。

みんなで子育てのことなど話しな

がら午前のひとときを楽しみました。

水洗小学校PTA資源ごみ回収の報告

６月２日（日）、水洗小学校PTA資源ごみ回

収がおこなわれました。校区内の皆さんのご協

力により、多くの資源ごみが回収できました。

ありがとうございました。

この収益金は子どもたちのために活用されま

す。

次回は１２月１日（日）

を予定しております。

（予備日１２月８日）

あいさつ運動

６月５日（水）、筑後中学校正門前にてあい

さつ運動がおこなわれました。地域の方や市の

教育委員会、PTAの方、学校の先生が正門付近

に立たれ、「おはようございます。」と気持ち

よく生徒たちと挨拶をかわされました。

ニコニコデー（船小屋行政区）

船小屋行政区では、平成２９年１０月より高

齢者の皆さんの集いの場として、ニコニコデー

を開設し、毎月、体操やゲーム、誕生会、お

しゃべりなどをボランティアさんと一緒に楽し

まれています。また、

行政区等の情報を知

っていただける場に

もなっており、今回

は、予防救急や救急

電話相談のチラシも

配布してありました。

志行政区 防災訓練

６月９日（日）、志行政区の防災訓練がおこ

なわれました。筑後市消防署と消防団第５分団

からご指導いただきました。消火栓の開け方と

ホースのつなぎ方などを教わり、消防ホースを

使った放水訓練をし

たり、水消火器を使

用して、使い方と消

火訓練をしました。

最後に、消防署か

ら防災の講話をして

いただきました。

１０．定例役員会の日程の見直しについて

１１．第１回部会実施状況について

１２．事務局より・・・広報紙 第７月１日号の原案

１３．次回役員会（主な内容）

～次回役員会 ７月１７日（水）１９時より

６月５日（水）

校区民の安全・安心に関わる要望書提出

水洗校区では、県

道柳川筑後バイパス

ができ便利になりま

したが、交通事故を

起こす心配も増えました。そこで当協議会より、

要望書を筑後警察署に提出しました。①のぞみ

の西を通る南北線との交差点は東からの車が見

えにくい②タマホーム球場の西側の道路と交差

点（交通事故２件発生）

今回は、①について６月１３日（木）に事情

聴収があり、津島東の下川区長、志の近本区長、

当協議会の下川会長と庄山事務局長が参加し、

警察署の担当者にその危険性を強く訴え、停止

線を引く、「交差点有」を書くなどの要望を伝

えました。

尾島ふれあいデー

６月２３日（日）、毎年恒例の尾島ふれあい

デー（グラウンドゴルフ大会）が開催され楽し

まれました。ボラン

ティアの方が作られ

たカレーライスも振

る舞われ、行政区内

の交流もできました。

第１回生活環境部会 開催のお知らせ
■日時：令和元年７月３１日（水）１９時より

■会場：津島東公民館

■内容：かんきょう課による出前講座

これであなたも分別の達人！

～仕分けのプロになれるかも～
（関係者の皆様には、案内状を配付いたします）


