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繰越金 90,885 448,707 

郷づくり交付金 26,880,000 25,528,000 

雑収入 1,000 17,472 

合   計 26,971,885 25,994,179 

自治会交付金 21,359,000 20,878,000 

全体費用 3,601,000 3,274,057 

事業費  健康・福祉部会 230,000 208,175 

防犯・防災部会 380,000 260,000 

子育て・青少年育成部会 470,000 382,586 

環境・景観部会 250,000 222,928 

広報委員会 60,000 52,621 

協議会事業費 390,000 312,264 

積立金 (パト吉購入) 150,000 0 

予備費 81,885 0 

事務局員雇用経費返還  312,663 

合   計 26,971,885 25,903,294 

４月２２日（土）、平成２９年度福間南地

域郷づくり推進協議会総会が福間南郷づく

り交流センターにて開催されました。 

初めに原会長の挨拶があり、この郷づく

り推進協議会は、今年度から日蒔野２区が

加わり、自治会数は１９、世帯数は 6,800

以上、人口は16,000人以上の市内で一番大

きな協議会となりました。 

 

今年度の主な取り組みは 

１．交通事故や犯罪防止と災害への対応に、青パトの活用を

図ると共に、見守り隊との連携を強化し、子どもたちの

安全確保に取り組む。 

２．各自治会の自主防災組織の設立を推進し、福津市が実施

する防災訓練と連携した訓練を実施。 

３．講演会及び研修会などの開催。 

４．より多くの皆さんが参加できる、南しょっとフェスタ、

ウォーキング大会、グラウンドゴルフ大会等を企画し、

健康づくりや絆づくりの啓発に努める。 

５．高齢者の生活支援・介護予防活動の取り組み。 

６．環境美化、住み良い景観づくりに努める。 

７．子どもたちの健全育成を図るため、学校や各種団体との

連携の強化。 

８．行事案内や活動報告等を広報誌「南しょっと」で報告。 

これらのことを達成できる様、努力いたしますので、 

皆様方のご協力をお願い致します。 

 

来賓代表として柴田新教育長のご挨拶をいただきました。

「皆様におかれましては、日々郷づくり活動にご尽力いただ

き誠にありがとうございます。各郷づくりで、その特性や特

徴を活かした様々な活動が行われておりますが、近年では、

特に市と連携を図り地域での支え合い活動や自主防災活動

への取り組みが積極的に行われています。福間南地域では寺

子屋事業、南しょっとフェスタ、青パトによる安全パトロ－

ルなど積極的、誠実な活動が進められています。郷づくり活

動は、毎日の暮らしに関わりのある地道な活動ですが、その

積み重ねが地域のつながりを深め、お互いの顔が見え安心し

て暮らすことができる地域になっていくものと思っていま

す。これからも郷づくり活動の輪が広がっていくことを願っ

ています。」 

 

総会では両谷の矢野八重子様が議長に選出され、提案され

たすべての議案は、原案通り承認され無事終了しました。 

 

福間南郷づくりだより 

南しょっと 
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○環境・景観部会 
１ 地域住民との共同で、小、中学校通

学路の花植え。花一杯運動推進 

２ 公園、緑地等公共施設の整備活動 

  竹尾緑地、上西郷川など 

３ 屋外違法広告物撤去など、地域の環

境、景観保護改善の住民活動支援 

４ 住みよい町づくりを目指す活動や

環境保護活動（行政、民間）に積極

的に参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○健康・福祉部会 
１ 郷づくり健康教室の開催 

（1）てんとうむし体操 

（2）ニュースポーツの体験 

２ 小福祉会の交流会の開催 

  7月２４日、7月２６日 地域を分け実施 

３ 第５回福間南地域郷づくり 

自治会対抗グラウンドゴルフ大会 

   １１月１８日（土）開催（予定） 

４ 南しょっとフェスタ参加・協力 

５ 高齢者を対象とした講演会等 

学習会、研修会 

６ 福間南地域郷づくりイベントの 

第３回ウォーキング大会への協力 

７ グラウンドゴルフ月例会の開催 

 

 

 

 

  

 

○防犯・防災部会 

１ 「パト吉」によるパトロールの実施 

２ 南小児童に、防犯・防災ポスターの募集 

３ 南小学校の行事への支援及び参加 

   運動会の交通整理、避難訓練及び 

引き渡し訓練、ＣＳ事業への参加 

４ 南しょっとフェスタへの参加 

   防犯グッズ等の展示、非常食の提供 

５ 防犯・防災の旗の設置、交換  

６ 各種講演会への受講及び参加 

   救急救命講習会、災害時の 

ボランティア活動等の講習 

７ 防犯・防災部会定例会及び勉強会 

○子育て青少年育成部 
１  子育てサロン 

  毎月1回定期的に開催 

「ぱくぱく」（原町公民館）、「ポレポレ」

（福間中学校）、「はなみ」（花見公民館）、

「にこにこ」（四角公民館） 

「なんしょっと」（南しょっとセンター） 

２   絵本の読み聞かせ 

   概ね毎月 1 回南小学校で、低学年を対

象に朝読・昼読を実施。夏休み中の学童

保育や中学校でも実施予定  

３ 寺子屋「福間南」 

  5、6年生対象に毎週火曜日に開催 

  夏休み、冬休みは特別授業実施 

４  子ども郷づくり 

    親子料理教室 

南しょっとフェスタへの参加 

５  あいさつ運動 

６ スタッフ研修会   

年 間 活 動 予 定 
〇南しょっとフェスタ  パートⅡ 

Ｈ29年１０月２９日（日） 

〇自治会対抗グラウンドゴルフ大会 

Ｈ29年１１月１8日（土） 

〇ウォーキング大会 

  Ｈ３０年３月３日（土） 

平成２９年度役員紹介 
三役 

会 長 原 秀俊 （光陽台南） 

副会長 川原 睦夫 （原町一） 

副会長 清原美恵子（原町二） 

会 計 芳賀 和明 （原町二） 

部会長  

防犯・防災部会長 楠木 儀則 

健康・福祉部会長 川原 睦夫 

子育て・青少年育成部会長 

城野 加代子 

環境・景観部会長 伏見 一彰 

広報委員長    吉原 隆信

福間南小 校長  新海 秀俊

福間中   校長  白木 照久

ＰＴＡ代表      三角  勉

各種団体代表  清原 美恵子 

自治会長 

四 角    手島 真喜男 

両 谷    大森 一廣 

原町一    野上 貞義 

原町二    芳賀 和明 

原町三    原岡 渉 

花見三    釘宮 哲美 

花見四    山見 保雄 

光陽台一  山口 尚志 

光陽台二  山内 弘造 

光陽台三  萩原 清美 

光陽台南  原  秀俊 

有弥の里一 五反 優 

有弥の里二 塚田 有希 

日蒔野一  樋口 利隆 

日蒔野二  辻井 秀之 

日蒔野三  荒牧 敬次 

日蒔野四  原  修一 

日蒔野五  瀬戸崎 浩 

日蒔野六  松本 侑大 

監事 石橋 和義 （光陽台一） 

    帆足 貴康 （原町三） 

福間南地域担当者（市役所） 

 溝辺 秀成  担当者代表 

 吉住美津子 防犯・防災部会

辻  優子 健康・福祉部会  

 増田 恭治  

子育て・青少年育成部会 

井上廣幸  環境・景観部会 

郷づくり事務局 

 局長   池田 典彦  

       古里 美津子 子育てサロン 

絵本の読み聞かせ 

琴と三味線（筝曲） 



上西郷川の里川 再生多自然川づくりは、 

平成 28年 12月に土木学会デザイン賞で最優秀賞を受賞しました。 
 

洪水の予防と自然の美しさを兼ね備えたデザインと、大学、市、 
地域、学校等が協働したデザインの過程が高く評価されての受賞 
でした。 

講評では、「福間駅からしばらく歩くと、子ども達が何やら 
生き物を探す風景に出会う。それを微笑みながら眺めて佇む 
お年寄りの姿もある。上西郷川が日常から親しまれていると 
感じる。住宅開発に合わせて行われた洪水対策が、見事に里川 
として環境再生を果たしており、結果、立ち現れた風景は 
秀逸である。」と賞賛されています。 

さらに続きます。「河川のデザインは、自然石や間伐材で流れ 
を調整していて、時間と共に水の流れ自体が瀬や淵などの 
多様な環境を生み出している。この生物の多様性をも育む河川 
ゆえに、子ども達がワクワクしながら関わる状況を生み出せて 
いる。私たちが目指してきた「子どものための川づくり」が 
認められたものと思います。 

加えて、「更なる評価として事業のプロセスを挙げたい。コンクリートで固められていた河川の川幅 
を広げ、治水対策と同時に環境再生につなげた河川。この事業は、河川に限らず、環境再生事業の 
参照となりえる。ワークショップなど多くの人々の協力なくして実現しないこのプロジェクトは、 
公共事業そのもののプロセスをもう一度考え直す契機にもなろう」とも賞賛されています。 
私たちの取組が認められたのです。 

そして、「選考結果について」では、「現在 
上西郷川は、川遊びをする子ども達や、散策 
する人々によって頻繁に利用されている。 
草刈りは、地元自治区によって主体的に行わ 
れている。小学校の児童の環境教材としても 
活用され、環境改善の工事を実施する等、 
住民自身がつくりながら使い続ける川づくり 
が展開されている。」と上西郷川の現在の 
素晴らしさと郷川づくりの未来に期待する 
文章で結ばれています。 

以上のような素晴らしい評価をいただいたのは、 
九州大学や福津市をはじめ、事業当初ワークショップ 
に関わって下さった方々、草刈りをして下さっている 
両谷区の方々、川づくりに取り組んでくれている福間 
南小学校や、いろどり真愛保育園の子ども達、先生方、 
福間南地域郷づくり 環境・景観部会や地域住民の方  々
のお蔭と思っています。心から感謝し、御礼を申し上 
げますとともに、皆様とご一緒にこの度の受賞を喜び 
合いたいと思います。本当にありがとうございました。 
国土強靭化や地方創生に貢献する取組み事例を表彰 

するために新設された「第 1回グリーンレジリエンス 
大賞」の金賞を受賞したことも合わせてお知らせいたします。 

 
平成 29年 4月 22日 上西郷川日本一の郷川をめざす会 共同代表 大嶋 正紹 

子ども達が川遊びをする上西郷川 

両谷区による草刈り作業の様子 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 ７月 行 事 予 定 場 所 時 間 

4 火 環境・景観部会 南しょっとC 10：00～ 

7 金 子育てサロン ポレポレ 福間中学校 10：00～ 

10 月 子育てサロン ぱくぱく 原町公民館 10：00～ 

11 火 健康・福祉部会 南しょっとC 19：00～ 

12 水 子育てサロン なんしょっと 南しょっとC 10：00～ 

13 木 防犯・防災部会 南しょっとC 19：00～ 

20 木 郷づくり運営連絡会 南しょっとC 19：00～ 

24 月 小地域福祉会交流会 南しょっとC 13：30～ 

26 水 小地域福祉会交流会 南しょっとC 13：30～ 

27 木 子育てサロン はなみ 花見公民館 10：00～ 

27 木 郷づくり協議会役員会 南しょっとC 19：00～ 

30 日 福間南グラウンドゴルフ 南小運動場 8：30～ 

  
寺子屋「福間南」 

４、11、18日 
南しょっとC 

15：10～ 

  

31 月 子育てサロン にこにこ 四角公民館 10：00～ 

＊会場の都合や諸般の事情により日時、場所等の変更もあります 

 

 

福間南郷づくり「南しょっと」は福津市ＨＰに掲載 

次号NO・９２号（回覧）は7月15日発行の予定です 

問合せ先  福間南地域郷づくり推進協議会事務局  

南しょっとセンター内 ☎0940－72－5138 

     

寺子屋「福間南」開校！！ 

4月25日（火）に南しょっとセンターで寺子屋が開校し

ました。寺子屋とは、小学生を対象とした自主学習の見守り

活動で、学力向上の基盤となる家庭での学習習慣の定着

を図り、家庭教育の向上をねらって活動しています。 

平成２６年から始まり４年目です。これまで通り福間南小

学校５年生、６年生を対象に毎週火曜日に活動を続けること

にしました。今年は参加者が多く、５年生３２人、６年生２２人

合わせて５４人になりました。 

子どもたちと 

「元気に笑顔であいさつ」、 

「約束・決まりを守り、自分 

から進んで学習しよう」と 

約束しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南しょっとＧＧ会 月例会年間予定、参加募集 

 地域住民の健康維持・増進、親睦を図る目的で設立し

2年目です。グラウンドゴルフは、老若男女・上手下手を

問わず、誰にでも気軽に楽しくできる軽スポーツで、南し

ょっとＧＧクラブはどなたでも加入できます。初心者の

方には、必要に応じてご指導いたします。 

下記の予定で月例会を行いますので、ぜひ一度体験して

みませんか？道具も準備しています。お待ちしています。 
<月例会予定日> 

・6月 3(土)  ＊6月 24日(土)  ・7月 30日（日） 

・8月 27日(日) ＊9月 24日(日） ・10月 22日(日) 

・11月 18日(土)自治会対抗  ＊12月 17日（日） 

・１月 28日(日) ・2月 25日(日) ＊3月 25日(日)  

＊太字 網掛け日は、ミニ大会 

＊毎回 8時 30分集合 

<場所> 福間南小学校運動場 

 

青パト乗務員募集しています。 

 あなたの力をかしてください 

月一回、「パト吉」で福間南地域をパトロールし

ませんか。青色回転灯を点灯させて、通学路等を 

パトロールする「パト吉（愛称）」が、誕生したの

は平成２０年４月のことです。愛称は福間南小児童

の応募により決まりました。以来１０年安心、安全

を願って乗務員一同走り続けています。 

現在、週3回巡回しています。 

さらに充実させていくため「パト吉」に乗務して

いただける方を募集しています。 

 

また、子どもの登下校時の「みまもり隊」も 

募集中です。 

ご協力いただける方は、ご連絡ください。 

 

福間南地域郷づくり 防犯・防災部会 

楠木部会長 090-2516-6911 

郷づくり事務局  

0940-72-5138   

 


