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新型コロナウイルスの影響で部会総会、各行

政区のデイサービス・憩いの場・集いの場、子

育てサロン、社協で計画している研修会など中

止、延期、形を変えての実施など苦慮していま

す。そんな中で７月１４日（火）に理事会を開

催しました。年間事業計画を見直し、修正して

いきました。結果、８月８日（土）に部会員の

研修会を実施することになりました。講演は、

大谷短期大学の中村秀一先生にお願いしていま

す。また、８月２６日（水）には、グラウンド

ゴルフ大会について話し合う予定にしています。

それぞれの活動が順調に進みますよう、コロナ

の収束を願っています。
健康・福祉部会長 庄山 哲朗

今年は、コロナ禍により地域のいろいろな行

事が中止になり、残念に思っています。今後の

感染状況がとても気になるところであります。

このような状況の中でも、青少年健全育成部

会では、本年度も子ども達が、「地域のいろい

ろな行事を通して健やかに心と体が成長」でき

るように側面からかかわっていきたいと考えて

います。よろしくお願いします。

青少年健全育成部会長 井手 正俊

生活環境部会は、環境美化巡視員さん、ＰＴ

Ａ役員さん、農政区長さんを中心に構成されて

います。これまで、部会として、各セクション・

行政区間の情報交換、環境講座による学習会、

環境施設の見学等々をおこなってきました。

今年は、新型コロナの影響もあり、活動の出

足が鈍っておりますが 、今後の予定として 、

１０月の末頃に、部会を開催し、今、問題になっ

ている「食品ロス」について学び、来年２月に

は、校区で「クリーン作戦」を実施出来たらと

考えております。

ゴミ問題は、廃プラスチック、大気汚染、地

球温暖化等、深刻な状況にあります。環境問題

は、一人一人の意識が大切だと思います。特に

若い人たちには、これらの事業開催の折に奮っ

てご参加いただきたいと思います。
生活環境部会長 下川 浩道

令和２年１１月３日（火・文化の日）に水洗

小学校で学習発表会があります。その折、「守

るッ隊の方々への感謝のつどい」をおこなうよ

うになっています 。 地域の方の見守り活動に

ついて知ってもらい、児童・保護者が一緒に感

謝を伝える場にしたいと思っています。

令和３年２月には防災訓練をおこなう予定で

す。

水洗校区では志の公民館が自主避難所になっ

ており、今年度から市の防災備蓄品収納倉庫の

設置も予定しております。
安全・安心部会長 近本 秀明

※ 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

≪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・・・
今年の夏休みは短期間となりますが、子ども達には健康や安

全面に気をつけながら、元気いっぱい楽しんでほしいです。
先月の大雨では水の怖さをあらためて実感しました。家の周

りの側溝に泥やごみが詰まっていないか定期的に点検・清掃す
るなど、事前の備えも大切ですね。

の確認と
★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

いつも元気に「お

はようございます。」

と大きな声でむかえ

てくださってありが

とうございます。

(水洗小学校３年児童より)
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水洗校区コミュニティ協議会 ～各部会の活動予定～

安全・安心部会

青少年健全育成部会

生活環境部会

※ 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）

健康・福祉部会

7/14理事会の様子

日　付 曜日 内　　容 場　　所

8月7日 （金） 水洗小学校　１学期終業式 水洗小学校

8日 （土）
第2回健康・福祉部会(校区福祉会)

福祉活動実践者研修会　19時30分～
志公民館

12日 （水） 尾島地域憩いの場 尾島公民館

水洗小学校　２学期始業式 水洗小学校

第66回役員会　19時～ 志公民館

23日 （日） 津島西デイサービス 津島西公民館

26日 （水） 尾島地域憩いの場 尾島公民館

19日 （水）
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生活環境部会より

✿ 燃やすごみ の出し方についてのお願い✿

校区内のごみ置き場にて、鳥などによるごみ

の散乱がひどくなっているとの情報が寄せられ

ています。

一人一人の心がけで地域の環境美化が保たれ

ています。ぜひ、ご協力をお願いします。

水洗校区コミュニティ協議会 自主防災組織

７月６日大雨 校区の被害状況について

７月６日（月）の大雨の被害を、水洗校区で

取りまとめ、防災安全課に報告いたしました。

今回の大雨による校区の被害状況は、各行政

区で把握している限りでは、下記のとおりとな

っています。

・民家、人身、物損の被害は無し

・筑後広域公園は冠水(右の写真：7/7撮影)

・津島東のお宮は浸水

※７月１０日（金）の大雨被害は無し

～「特別定額給付金」の申請 お忘れではないですか？～

筑後市より、各世帯の世帯主に令和２年５月１９日付けで「特別定額給付金申請書」が郵送

（申請済みの世帯除く）されていますが、皆さん申請はお済みでしょうか。

まだ申請をしていない方は、申請期限が令和２年８月２０日（木）までとなっておりますの

でご注意ください。ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先にご連絡をお願いします。

なお、給付金等に関する詐欺や不審メールなどには十分ご注意ください。

問合せ先：特別定額給付金事務局 ☎６５－４１０４

安全・安心部会所属

✿ 船小屋駐在所 からのお願い✿

◆登下校の時間にあわせて買い物をするなど、

外に出て児童の見守りをする「ながら防犯」

をお願いします。近隣では 、水の事故も発

生しています。 見守り中に何か目に余るこ

とがあれば 、 すぐに学校か

駐在所に連絡をください。

◆５～６月は自動車の横転事故

が多発しました。気をつけて

運転しましょう。

第６５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･･･検診について(健康づくり課)災組織等連絡会議につい

２ 水洗小学校より(川島校長先生)庫周りの清掃（草刈り）について

３ 駐在所より(日高 様)

４ 避難所運営に係る業務委託及び防災備蓄品収納倉庫の設置

５ 令和3年度コミュニティ助成事業防災備品申請準備

６ 校区ウォーキング大会 １０ 水洗校区災害時連絡網の一斉メール

７ 秋津島浪右衛門奉納相撲大会 １１ 水洗校区コミ協事業への参加案内について

８ 部会の実施状況 １２ その他（会議開催時の新型コロナ感染症防止対策）

９ 防犯指導員の後任推薦 １３ 事務局より･･･広報紙８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 ～次回役員会 ８月１９日（水）１９時より

７月１５日（水）

地域デイサービスの紹介（写真は７月の様子）

水洗校区では、４行政区（尾島・志・津島東・津島西）

で地域デイサービスを開催しています。

【津島西デイサービス】【志デイサービス】

基本、毎月第3日曜日開催基本、4、7、11、2月開催

筑後中学校東側の線路向こうにある四差路 の「優先」が変わりました。

６月２４日（水）午後より、筑後中学校東

側の線路向こうにある四差路の「優先」が変

わりました。標識を確認し、安全運転に努め

ましょう。

また、現在この場所では、「交差点改良工

事」がおこなわれています。当初計画では5

月末に完成予定でしたが、諸事情によりまだ

工事が続いておりますのでご注意ください。

なお、この改良工事は古川校区と当協議会

が改良要請しておこなわれている工事です。

【津島東デイサービス】
基本、5、7、11、2月開催

※津島東デイサービスは、

新型コロナ感染拡大防止

のため、７月は中止しま

した。

【尾島デイサービス】
基本、奇数月第２金曜日開催

※尾島デイサービスは、

新型コロナ感染拡大防止

のため、７月は中止しま

した。

今年は、新型コロナ

の影響で中止となっ

た月もあります。

【申請期限】令和２年８月２０日（木）まで ※郵送の場合は当日消印有効

外で短冊に願い

事を書いてもらい、

七夕飾りを作りま

した。会場入口で

の消毒・検温、間

隔を空けて座る等

の感染症防止対策

をおこないました。
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◆決められた収集日を守る。

(収集日の前日や収集後に出さない。)

◆ごみ置き場に「散乱防止用のごみネット」

が設置されている場合は、隙間を作らない

ようにしっかりとかぶせる。

◆生ごみが外から見えないように袋に入れる。

(例えば、ごみ袋の中心に生ごみを入れ、周

りを他の燃やすごみで包むように入れる。)

～ 筑後警察署からのお知らせ ～

窓口業務の受付時間が変更

午前９時～午後４時
（令和２年７月１３日（月）から）

「筑後市歌」にあわせた体

操の後、皆で短冊に願いを込

めて七夕飾りを作りました。

感染症防止

対策(消毒・検

温 ・間隔を空

ける等)をおこ

ない 、お弁当

は 持ち帰りに

しました。


