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令和元年８月１日発行 水洗校区コミュニティ協議会 第５４号

発行：水洗校区コミュニティ協議会 〒833-0014 筑後市大字尾島７６０番地１
ＴＥＬ/ＦＡＸ：０９４２（６５）６９００ Ｅ-mail：suisen6900@fuga.ocn.ne.jp

☆ 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・・・

夏休みに入り、子どもたちは、元気いっぱい活発に活動していると思います。エンジョイ
広場や筑後市一斉ラジオ体操で、日焼けした子どもたちと会えるのを楽しみにしています。

また、お盆には、家族や親戚が集い、久しぶりに顔を合わせ近況を知るのも楽しみの一つ
です。1人暮らし高齢者に関する調査で「区内に、普段(週１回程度)行き来がある親族が近く
にいる」割合が、市内で水洗校区が一番高いとのことです。親戚間の絆が強いのでしょう。

夏は水の事故に注意か必要です。事故のないよう地域での見守り、声かけをお願いいたし
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

水洗校区コミュニティ協議会 ～各部会活動報告＆活動予定～

６月２９日（土）、志公民館において、健康・福祉部会（校区福祉会）の第２回部会、福祉活動

実践者「座談会」を開催しました。最初に、社会福祉協議会から、1人暮らし高齢者実態調査結果

を１０年前と比較しながら話され、水洗校区は「近所付き合いがしっかりあり、信頼関係も良好」

「家族関係が良好」「趣味の活動も活発」「地域デイサービスの参加やボランティアの参加が多

い」などの傾向が見られるとの説明がありました。

次に、地域ごとに分かれ「福祉

的課題・資源・解決策」について

協議をおこない、発表しました。

今後、課題等を校区全体で共有

し、解決に向けた取り組みを進め

ていきたいと考えています。

健康・福祉部会

本部会では、地域のより

良い安全安心のための検討、

提案、訓練などを実施してお

ります。

９月２０日（金）には、水

洗小学校より 、「守るッ隊の

方々へ感謝の給食」への招待

があり、児童、先生とのコミュ

ニケーションを深める良い機

会となると思います。

なお、２月頃には、水洗校

区防災訓練を予定しています。

子どもたちが、健全に成長

できるように、本部会では、

学校や家庭と一体となって、

子どもたちの教育に側面的に

かかわっていきたいと考えて

います。

今年度も、朝のあいさつ運

動を兼ねた交通指導や、エン

ジョイ広場等の活動に取り組

んでいきたいと思っています。

なお、第２回青少年健全育

成部会は、２月２４日（月）

午後７時より船小屋

公民館でおこないま

す。

安全・安心部会 青少年健全育成部会

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31 29 30

8月 ９月

７月３１日（水）、津島東

公民館において、今年度最初

の、生活環境部会を開催しま

した。

今、ゴミ問題は、廃プラを

始め、人の生活に多くの弊害

を及ぼしております。

今回の部会では、地域住民

としてゴミ問題への関わり方

について、学びました。内容

については、次回広報にて報

告いたします。

生活環境部会

【 福祉的課題 (一部抜粋)】

■尾 島：親子会や老人クラブ加入率の減少、高齢者の外出問題

■船小屋：人口減少、空き家増加、子どもの減少

■志 ：新旧住民のつながりや絆、組織間の連携が薄い。

■津島東･西：老人会や婦人会がなく交流の場がない、避難問題

【 解決策やこうあったらよいこと (一部抜粋)】

●移動販売の充実やコミュニティバス等の検討

●いかに人口を増やすかについて考える。

●隣組毎のつながりの充実、行事参加の声かけ

●同好会的なものをつくり交流を深める。

(協議結果をまとめた冊子を役員へ配付しています)

協
議
の
様
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8月3日 （土） エンジョイ広場「そうめん流し・すいか割り」９時～ 志公民館

５日 （月） ニコニコデー（船小屋行政区）10時～12時 船小屋公民館

６日 （火） 水洗小学校出校日・平和学習 水洗小学校

１０日 （土） 空き缶・空き瓶回収運動（津島西） 津島西行政区

筑後市一斉ラジオ体操　7時～　雨天時：体育館 水洗小学校グラウンド

水洗小学校出校日・愛校作業　ラジオ体操終了後 水洗小学校

防災倉庫周辺の清掃(草刈り)作業　ラジオ体操終了後 水洗小学校防災倉庫周辺

空き缶・空き瓶回収運動（津島東） 津島東行政区

２１日 （水） 第55回役員会　１９時～ 協議会事務所

２３日 （金） 空き缶・空き瓶回収運動（志） 志行政区

25日 （日） 津島西デイサービス 津島西生活改善センター

水洗小学校　２学期始業式 水洗小学校

子育てサロン「歌を歌いましょう」　１０時～１２時 船小屋公民館

2８日 （水） 尾島地域憩いの場 尾島公民館

2６日 （月）

（日）1８日
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水洗校区「筑後市一斉ラジオ体操」のお知らせ

今年も「筑後市一斉ラジオ体操」が下記日程で開催されます。朝から体を動かして、気持ち良い

１日を過ごしましょう‼いい運動になりますよ。多くの方のご参加をお願いします。

■日 時：令和元年８月１８日（日）午前７時から

■会 場：水洗小学校グラウンド（雨天時は体育館）
✿飲み物は各自持参ください✿

小学校再編計画（案）地域説明会（水洗校区）の報告

７月２３日（火）、水洗小学校体育館において「小学校再編計画（案）地域説明会」がおこなわ

れ５０名程度の参加がありました。 中村教育長のあいさつの後、学教教育課より再編計画（案）の

説明がありました。最後に質疑の時間が設けられ、多くの方が質問や意見を述べられました。

～ 質問や意見を一部抜粋～
・再編後の教育について
・改修規模、設備投資について
・コミュニティスクールの充実
・通学時の安全対策について
・他校区の事情や意見も聞いて

丁寧に進めてもらいたい
・校区コミュニティについて
・人口対策について･･･など

第５４回水洗校区コミュニティ協議会役員会

１． 市役所から（自主防災関係・アンケートについて）

２． 小学校再編計画案について

３． 部会の実施状況

・安全･安心部会 ・生活･環境部会

・青少年健健全育成部会 ・健康･福祉部会

４． 基本事業の日程及び内容 ５． 筑後市民一斉ラジオ体操

・守るッ隊の方々へ感謝の給食：9／20(金) ６． 秋津島浪右衛門奉納相撲大会

・グラウンドゴルフ大会：11／16(土) ７． 事務局から･･･広報紙8月1日号原案提示 他

・バスハイク(高齢者地域活動支援補助金)

～ 次回役員会 ８月２１日（水）１９時より

「こどもヨガ教室」

７月６日（土）、参加者３３名(小学生２５

名・年長２名・保護者６名)で「こどもヨガ教

室」がおこなわれました。心穏やかに、ゆっく

りと呼吸をしながら、様々なポーズをとり、自

分が気持ち良いと感じるところまで伸ばします。

次第に体がポカポカと温かくなってきました。

指導者の相良留美子先生(和泉在住)による、英

語を交えながらの楽しいヨガ教室となりました。

「七夕かざり作り」

７月２２日（月）、子育てサロン「七夕かざ

り作り」 が 、８組、親子１５名の参加でおこ

なわれました。折り紙で色とりどりのかざりを

作り、各自、短冊に願い事を書いて笹に飾り付

けました。どの短冊にも心のこもった願い事が

書かれていました。

その後、お茶を飲みながら、離乳食の話など

子育てについての情報交換もおこないました。

エンジョイ広場

尾島地域憩いの場

尾島行政区では、公民館を開放し

身近で気軽に集える高齢者みんなの

居場所として「尾島地域憩いの場」

を月１～２回開催されています。

７月２４日（水）の憩いの場では、

尾島の樋口義信さんから、折り紙を

教えていただきました。だまし船や

折り紙の体操「百面相」をみんなで

楽しく折りました。

その後、ボランティアさんが淹れ

たお茶をいただきながら、折り紙作

品作りの話で盛り上がりました。

あいさつ運動

７月３日（水）、水洗小学校正門前・児童昇

降口にてあいさつ運動がおこなわれました。雨

の中、傘をさしながら登校してきた子どもたち

は、地域の方、PTAの方、先生方などと、目を

見て元気に「おはようございます。」と挨拶を

かわしました。笑顔あふ

れる一日のスタートです。

筑後市青少年育成指導員

（水洗校区）村上伸也さんの活動紹介

津島東の村上伸也さんは、青少年育成指導員

として「子ども会ドッジボール」「子ども会陸

上綱引大会」「成人式」「友愛キャンプ」など

のスタッフ、その他、水洗小学校区内の青少年

事業の手伝いなど、青少年の健全育成のために

活動していただいています。

～村上さんからのメッセージ～

地域の子どもたちの健全

育成のために活動してまい

りますので、よろしくお願

いいたします。

７月１７日（水）

子育てサロン

★ 次回：8／26(月)10時～船小屋公民館 ★
「歌を歌いましょう」

村上 伸也 さん
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