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※ 上記行事予定につきましては、新型コロナウイルスの状況により中止・延期の可能性もありますのでご了承ください。

☆ 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・・・
プロ野球はセ・パ両リーグで公式戦が６月１９日に開幕しま

した。新型コロナの影響で無観客試合の中、各球団が様々な工
夫をこらしファンの声援を選手に届けています。

私達も「新しい生活様式」で予防を心がけながら、スポーツ
や趣味などを楽しみ、徐々に日常を取り戻したいですね。
★協議会、広報へのご意見・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

守るッ隊の皆さんへ

いつも朝早くこうい

き公園の前のしん号に

いて、通ったらあいさ

つをしてくれてありが

とうございます。

これからもよろしく

おねがいします。
(水洗小学校5年児童より)
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６月７日（日）、アジサイの花が美しく咲く水洗小学校
にて、入学式がおこなわれました。保護者の方、学校の先
生方に見守られながら、新１年生３６名が入学しました。

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入
学式の予定もたびたび変わりましたが、無事にこの日を迎
えることができました。

川島校長先生から「何より、元気に学校に来てくれるこ
とが一番うれしいです。３６名のお友達と、仲良く勉強や
遊びをして、なんでも自分から進んで頑張ってほしいと思
っています。」とのお祝いの言葉がありました。

子ども達は、終始落ち着いた様子で、自分の名前が呼ば
れると全員大きな声で返事をすることができました。

式終了後、「６年生歓迎の言葉」のビデオが流れ、それ
に対し新1年生はお礼の言葉を元気よく返しました。

近藤PTA会長より「これからたくさんの新しいことに出
会い、こころもからだもおおきくなっていくことを願って
います。（保護者の皆様へ）今後、子ども達のために、地
域の方々の協力を得て、暮らしやすい環境を整えていくこ
とが、私たちPTAの役割と考えております。」との祝辞が
新入生へ渡されました。

これから、お友達やお兄さん、お姉さん達と一緒に学校
生活を楽しんでください。

地域の皆さん、すでに新１年生も元気に通学しています
ので、見守りや声かけをお願いします。

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。

川島校長先生から、「３１名のお友達と仲良く、勉強や遊びをしてくださ
い。」とのお言葉に続き、「健全な子ども達の成長のため、ご家庭と地域の
みなさまも暖かく見守っていただきますようお願いします。」と述べられま
した。

入学式の翌日は、歓迎遠足がおこなわれ、お兄さんお姉さん達と一緒に、
初めての学校行事を楽しみました。地域のみなさん、これから新一年生も通
学しますのでよろしくお願いします。

新1年生のみなさん
ご入学おめでとうございます！

第６４回水洗校区コミュニティ協議会役員会

【議題】

１ 市役所より ６ 自主防災組織等連絡会議について

２ 水洗小学校より(川島校長先生) ７ 防災倉庫周りの清掃（草刈り）について

３ 駐在所より(日高 様) ８ 部会の実施状況について

４ 令和２年度総会(書面議決)の反省等 ９ その他

５ 基本事業について １０ 事務局 広報紙７号原案提示他

①守るッ隊の方々への感謝のつどい ②校区ウォーキング大会

③グラウンドゴルフ大会 ④校区クリーン作戦

～次回役員会 ７月１５日（水）１９時より

６月１７日（水）

学校長式辞：川島 義浩 校長先生

１年担任：尋木先生(左)・古賀先生(右)

～ 祝 電 披 露 ～

筑後市より
新１年生へ
花束が贈ら
れました。

日　付 曜日 内　　容 場　　所

7月5日 （日） 志デイサービス 志公民館

15日 （水） 第65回役員会　１９時～ 志公民館

19日 （日） 津島西デイサービス 津島西公民館

水洗小学校 入学式
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～災害に強い まちづくり を目指して～

2 3

水洗校区から津島東チーム参加

出水期前の「土嚢(どのう)づくり」訓練

今年度の筑後市防災訓練は中止となりまし

たが、５月３０日（土）チクロスにて、市消防

団はじめ、地域の防災に携わる人達、市職員

が集まり標記訓練がおこなわれました。水洗

校区からは「津島東チーム」が参加しました。

角消防団長の挨拶の後、土嚢の作り方の説

明があり、分団ごとに分かれて、実際に土嚢

をつくりました。砂をスコップで掬う人、土

嚢袋をひろげる人、その袋を紐で縛る人、と

３人一組で作業を分担し、合計７００個程の

土嚢が、約２０分で出来上がりました。

昨今、想定しないような大きな災害が多発

しています。常日頃から、非常時のための何

らかの備えをしておくことは大切ですね。

防犯指導員 北島秀行様へ

感謝状が授与されました！

５月２７日（水）、防犯指導員 北島秀行様

（津島西行政区長） へ、指導員としての長年

の功労をたたえ、筑

後警察署並びに筑後

市防犯協会より感謝

状が授与されました。

これからも安全

で安心できるまち

づくりのために、

ご指導をお願いい

たします。

西鉄バス「尾島 停留所」移動のお知らせ

２０９号線沿い

の西鉄バス 「尾島

停留所（下り）」の

場所が移動しまし

た。移動先には路

肩スペースもあり

バスが停車しやす

くなりました。

水洗校区コミュニティ協議会 自主防災組織

水洗校区 自主避難所「志公民館」の点検を防災安全課とおこないました。

６月８日（月） 、自主防災組織の下川本部長（コミ協会長）、庄山事務局長、安全・安心部

会近本部会長立ち会いの下、 防災安全課による自主避難所の点検がおこなわれました。

避難所における感染症予防対策のため、部屋の広さや間取り等の確認作業もありました。

坂田紙工株式会社 様より、水洗小学校へ

飛沫防止用品「フィルム パーテーション」寄贈

６月１５日（月）、坂田紙工株式会社様(本社:八女市新庄)より、

水洗小へ「フィルム パーテーション」１８９個が寄贈されました。

坂田紙工 社長 坂田徳治 様(尾島在住、元PTA会長)より「新型

コロナの影響で、地元水洗小も休校が続きました。今回の学校再

開で、不安の中、学校生活をおくる児童の皆さんに何かできるこ

とがあればと思い、飛沫防止用品の寄贈についてコミュニティ協

議会へ相談いたしました。」と寄贈の経緯と思いを話されました。

水洗小 川島校長先生からは、「現在、感染防止のため、子ども

達は向き合っておこなう学習などはひかえている状況でしたが、

今後は寄贈いただいたパーテーションを有効活用し、様々な学習

の可能性を考えていきたいと思います。」と感謝の気持ちを述べ

られました。

「地域で学校を支える」ということは、コミュニティ協議会の

目的の一つでもあります。この度は地域の方より大変良い申し出

をいただき感謝申しあげます。また、これをきっかけに多種多様

な地域課題に対し支援の輪が広がり、人やまちを大切にする心が

育まれる「水洗校区」となるよう今後も取り組んでまいります。

✿「防災メール まもるくん」登録のご案内 ✿

災害時の情報（避難情報等）がメールで届く「防災

メールまもるくん」に登録しませんか。

情報が必要な対象地域（県内のみ）を選択すると、

大雨や洪水などの気象警報・注意報（選択可）、地震

情報（震度選択可）避難所開設情報、避難勧告、避難

指示等の情報をメールで受け取ることができます。

水洗校区コミュニティ協議会 安全・安心部会所属

✿ 消防団(第５分団２号車)からのお願い 「自然災害で被害をださないために」 ✿

自然災害が発生しやすい時季になってきま

したが、被害を最小限にするために、「家の

周りの点検」や「早めの避難」をよろしくお

願いします。

【 登 録 方 法 】

mamoru@bousaimobile.pref.fukuoka.lg.jp

に空メールを送信し、その返信メール

の内容に従って登録してください。

←こちらのQRコード

からも登録できます。

【 話し合い 】

同日、校区内の
防災関係の検討事
項について話し合
いをしました。

【 点検・確認作業 】 【 清掃(除草) 】

５月３０日、防
災倉庫周辺の清掃

（除草 作業）をお
こないました。

パーテーション

設置

【写真左】坂田紙工 坂田社長

「子育てサロン」について

新型コロナ感染拡大防止のため、８月

まで中止します。（９月以降は現在未定）


