
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福間南地域 郷づくりだより 

南しょっと 
 

福間南地域郷づくり推進協議会  広報№９８（２０１８・４・１発行）  【発行責任者  会長  原  秀俊】 
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南しょっと
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福間南 構成自治会

「ひと」も「まち」も成長できる町 福間南 

今回で 3回目になるクリーンウォーキング大会は、花見3区、4

区お別れ会行事となりました。地域住民の交流をはかりながら、「健

康づくり」「環境美化」に関心をもってもらうため、大勢の方の参加

を呼びかけて開催されています。今回は１８５人の参加者でした。 

さ～出発です。一見きれいに見える町並みですが、ゴミ袋をもっ

て歩き出すと、あっちにもこっちにもゴミが目に入ってきます。 

ビニール袋や紙くず等それにたばこの吸い殻が多いのにはびっくり

「昨年は神社仏閣 文化財めぐりだったね～。来年はなんだろう」

「この地域にも、いろいろのお店や施設が出来たので、施設見学と

かもいいね！」とか、ゴミをいっぱい拾いながらそんな話声も聞こ

えて来ました。中には90歳の方が参加され、無事に帰ってこられ、

美味しそうにぜんざいを食べられていました。 

完歩されたみなさんには、参加賞と美味しいぜんざいのおもてな

し。美味しそうに食べながらお代わりする人が大勢いました。ぜん

ざいは、子育て・青少年育成部会員やボランティアの皆さんの好意

で作っていただきました。 

次回から花見が福間地区へ 

福間南地域郷づくり推進協議会 

30年度 総会のお知らせ 

日時 ４月２２日（日）１０：３０～ 

場所 福間南 南しょっとｾﾝﾀｰ 

議題 29年度事業報告、決算報告 

30年度事業計画、予算（案）他 

福間南地域にお住いのみなさま 

傍聴出来ます。 

さあ 出発だ～ 

 

ごみがあったな～ 

ラベル貼って下さい 

 
もう少しだ。頑張ろう 

自治会長さんに 

記念品贈呈 

花見3区4区お別れ 
クリーンウォーキング大会 公園「こよみ」めぐり 

３月３日（土） 日蒔野地区暦公園 

「福間南地域見守り隊」のみなさん 
表彰されました。 

 ２月２５日 福津市青少年市民の会「青少年のつ

どい」にて、「福間南地域みまもり隊」の見守り活

動・あいさつ運動等を長年にわたり活動行っている

ことで、善行者表彰を受けました。 

また、原町３区 

永岡純一郎さん 

光陽台１区  

濱崎伸枝さん 

光陽台３区  

山本増男さんも 

善行者表彰を受 

けられたことを 

お知らせ致します。 



   

 

平成２９年度活動報告   郷づくり全体行事    ・南しょっとフェスタ  ・歌声喫茶 

・自治会対抗グラウンドゴルフ大会  ・ウォーキング大会 

 

健康・福祉部会 

１． 健康教室の奨励    てんとう虫体操、ニュースポーツ体操の奨励と手助け。 

・両谷公民館 6/20 ・有弥の里 2区公民館 7/20 ・光陽台南区公民館 12/9 

２．グラウンドゴルフ開催 

グラウンドゴルフを通じ、日常生活の中にも人と人との繋がりを醸し出し、地域の親睦と連帯感を醸成しています。 

昨年6月「南しょっとＧＧクラブ」を設立し、現在５４名の方が参加されています。 

月  例 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 合 計 

開催日 1/29 2/26 3/26 4/30 6/3 6/24 7/30 8/27 9/24 10/21 11/18 12/17 х41.5名 

参加者(名) ３４ ５０ ３２ ３７ ３４ ３４ ３３ ３２ ４２ ３４ ８０ ４３ ４６５名 

３． 小地域福祉会交流会の開催 

   南地域における各小地域福祉会の取り組みを等を紹介し合い、自、他区の福祉会活動に活用して頂きたい。 

    1回目  ７月２４日 ６小地域福祉会  ３８名参加  

    ２回目  7月２６日 ６小地域福祉会  ３２名参加 

４． 各種講演会の開催 

・健康長寿講演会 ６月１６日（金） 南しょっとｾﾝﾀｰ  来場者 ９２名 

  福岡県後期高齢者医療広域連合   講師 馬場園 昭 先生 

・健康管理と介護についての学習会 ２月７日（水）南しょっとｾﾝﾀｰ 来場者 ６１名 

  福津市地域包括支援センター  講師 包括支援センター職員 ３名   

５． 各イベントの参加協力 

 福間南地域郷づくり推進協議会が行う３大イベントに部員参加協力 

・南しょっとフェスタ  １０月２９日（日）１，０１８名参加  血管年齢、骨密度を測定 

・自治会対抗グラウンドゴルフ大会  １１月１８日 １２０名参加  主幹として取り組む 

・ウォーキング大会  ３月３日（土）１８５名参加 受付、準備体操、接待係 担当 

 

 

防犯・防災部会 

１． 青パトによるパトロール・・・月曜日、水曜日、金曜日の昼間 15：15～、夜間 19：00～実施 

 ６月２日  青パト乗務者講習会  ３６名講習 

 ８月２７日 パトロール実施者交流会の実施  ２１名参加 

１２月２日  年末年始特別警戒 青パト大集合 2017 

  ３月３日  ウォーキング大会への青パト出動 

２． 南しょっとフェスタへの参加・・防犯グッヅ等の展示、綿菓子つくり販売 

３． 南小学校へ防犯防災ポスター作製依頼 

４． 防犯・防災旗の設置の充実・・防犯・防災旗と竿１００セット準備。各自治会平均５セット支給設置依頼 

５． 南小学校の行事への手伝い及び参加 

６． 各種講習会への受講及び参加・・・・救急救命講習会（10/21  上級 1名、12/17  普通 2名）の受講 

７． 防犯・防災部会の定例会及び勉強会・・・DVDによる講習会、備蓄品等の確認について 

・11/18  災害についての研修  朝倉市の水害の状況視察、勉強 

８． 見守り隊の研修会及び交流会のサポート活動 

6月 27日   第 1回目研修会  参加者 48名  南小の交通安全教室と合同 

2月 18日   第２回目研修会  参加者 40名  

 

  



 

 

 

 

子育て・青少年育成部会  

１．子育てサロン 年間 開催回数、親子参加者合計人数 1130人（昨年984人） 

ｻﾛﾝ名（ｽﾀｯﾌ人） ぱくぱく（5人） ポレポレ（8人） はなみ（7人） なんしょっと(8人) にこにこ(12人) 

場 所 原町公民館 福間中学校 花見公民館 南しょっとｾﾝﾀｰ 四角公民館 

開催日 月１回 月曜日 月 1回 金曜日 月 1回 木曜日 月 1回 水曜日 月 1回 月曜日 

開催回／参加人 11回／２７０人 11回／１３７人 １０回／84人 11回／２７５人 12回／３１１人 

２．寺子屋「福間南」 福間南小学校５、６年生を対象に毎週火曜日放課後に実施。冬休み、夏休みにも実施。 

福間中学校、福岡教育大学に学習支援協力要請。    

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間 

開催数 1回 3回 4回 5回 3回 4回 4回 3回 5回 1回 4回 3回 40回 

＊特別授業  夏休み（前期 7月25～27日、後期 8月23～25日）、冬休み（12月25日、26日） 

・8月25日 終了後、みんなでお楽しみ会。 ・3月 13日 修了式 終了証書 贈呈 

３．絵本の読み聞かせ（スタッフ 12人） ＊低学年を対象に朝読、昼読実施。夏休みは学童保育で実施。 

  ・朝読 ・1年生 1～4組 6/2、9/8、10/13、12/1   5～7組6/9、9/15、10/20、12/8   

・2年生 1～3組 6/16、9/22、11/11、1/12  7～6組 6/16、9/22、11/11、1/12    

・3年生 1～5組7/7、10/3、11/24、 3/9       

 ・お昼の読み聞かせ。音楽室で 3～5名で 3～4冊読みます。今年7回。 

朝読、昼読 １、２月は、一部ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞで休み。 

＊夏休み学童保育にて実施 （7/25、28、 8/1、4、8、22） 6回 

低学年は時間をずらして２クラス、高学年は１クラス実施 

．子ども郷づくり ＊親子料理教室 7月24日（月）ふくとぴあ もりもりキッチン  

 献立・手づくりナン、・ドライカレー、・フレンチサラダ、・オレンジ 

＊南しょっとフェスタⅡ（南小まんじゅう販売、スーパーボールロケットつくり） 

 南しょっとフェスタⅠ スカットボール （健康・福祉部会手伝い） 

＊福間中学校への行事協力：回し読み新聞参加。トークフォークダンス（ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ）、昔遊び（台風）で中止 

５．あいさつ運動   ＊福間南小学校校門前に あいさつ運動啓発標語掲示 

＊あいさつ運動 のぼり旗作成  

６．スタッフ研修 ＊5月 17日 なかよしと合同研修会  ＊3月 3日 部会の活動報告、交流会、折り紙教室 

７．その他 イベント参加、協力   ＊自治会対抗グラウンドゴルフ大会 おにぎり作り 

                ＊ウォーキング大会 ぜんざい作り 

 

 

 

環境・景観部会   

１．竹尾緑地清掃活動    毎月第一土曜日 

      花畑（ひまわり、菜の花、パンジー、 さつま芋、南瓜苗 ） 

２．竹尾緑地花壇づくり 除草作業  毎週木曜日 年間２４回 

３．７月２２日   上西郷川 川遊び   親子５０名参加 

  ２月24日   郷川づくりフォーラム 

４．11月2日  福間南小学校周辺歩道の花植え  

小学生、先生と一緒に花植え 

５．環境フォーラムイオン  エコ洗浄液「マイエンザ」配布 

６．路上違反広告物撤去活動    第3日曜日 年間１０回 

７．南しょっとフェスタ    花苗、さつま芋 配布 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 ４月 行事予定表 場 所 時 間 

３ 火 環境・景観部会 南しょっとC 10：00～ 

５ 木 郷づくり協議会新旧役員会 南しょっとC 19：00～ 

11 水 子育てサロン なんしょっと 南しょっとC 10：00～ 

16 月 子育てサロン ぱくぱく 原町 公民館 10：00～ 

22 日 郷づくり協議会「総会」 南しょっとC 10：30～ 

23 月 子育てサロン にこにこ 四角 公民館 10：00～ 

29 土 福間南GG月例会  南小 運動場 8：30～ 

＊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 

福間南郷づくりだより「南しょっと」は 

福津市ＨＰに掲載しています。 

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 

子育て・青少年育成部会 懇親会と研修会 
     ３月３日（土）13：30~ 南しょっとセンター 

 恒例の研修会、来年度から花見地区が福間地域に移るこ

とから「花見サロン」の送別会になりました。 

今年は歌声喫茶の宮田さん、中村さんに伴奏をお願いし

て歌声喫茶から始まりました。昔懐かしい童謡や流行歌な

どイントロゲームを入れながら楽しく歌いました。そのあ

とは、子育てサロンなどでも使える折り紙講習会をしたり

頭の体操に都道府県当てビンゴゲームや、じゃんけんゲー

ムなどを 

して、会員の 

交流を深め 

ました。 

花見サロンの 

みなさんには、 

「今後の活躍 

を祈念します」 

と激励をしました。 

  

役員研修             

 2月17日（土）福岡市科学館、福岡市防災センター

見学。科学館では宇宙、環境、生活、生命と未来につ

いて考える参加型体験をし、防災センターでは、強風

30ｍ、震度７の揺れ、煙が充満している迷路を通る体

験とか、水消火器を使った消火訓練をしました。この

体験をもとに自治会での指導や今後の郷づくり活動に

役立ててほしいと 

思います。 

福岡市科学館にて 

  

城野部会長と花見サロンのみなさん 

第２回 見守り隊の研修会と交流会 防犯・防災部会 

２月１８日（日）11：00~ 南しょっとセンター 

 宗像警察署から講師をお招き開催いたしました。始めにＤ

ＶＤを見て、その後警察官の講話が有りました。質疑応答の

なかで、「南小近くとイオン近くの歩車分離信号機が有りま

すが、スクランブル横断する人いる。していいのだろうか」

「今は出来ない今後検討する」と警察官から返答された。そ

の後今後のことについて食事をしながら話し合いがされまし

た。これからも見守り活動よろしくお願いします 

健康管理と介護についての学習会  健康・福祉部会 

２月７日（水）13：30~ 南しょっとセンター 

 高齢化を迎えた現在、健康管理や介護サービスの受け

方等身体の医療についての学習、講演会を開催しまし

た。寒い中でしたが多数の方々の参加が有り介護につい

て関心の深さがうかがえました。 

内容は、包括支援センターの概要、介護の受け方（ど

んな人、どんな介護）、認知症について、成人後見人制度

について説明されました。 

聞きなれない言葉も多く 

「何回もきかないと 

わからんな～」とか 

頭をひねる人もいま 

したが、恒例のリフレッシュ体操で 

頭も体もリフレッシュ。 

「病院にお 

世話になら 

ないように、 

これからも 

元気でいよ 

う」と言い 

ながら帰ら 

れていました。 
編集後記  「南しょっと」を読んでいただきありがとうご

ざいます。身近な話題を中心に皆様にお伝えしてきました。 

ある時 海援隊の武田鉄矢さんが、福岡市を懐かしむ話の中

で、「人も」「町も」成長する町 福岡と話されていました。

我が福間南のスローガンそのものです。福間南もこれからど

んどん発展することでしょう。みなさん期待しています。 

広報委員会 吉原、平、松尾、池浦、事務局 古里、池田 

 

ロボットと 

やかん談義 

防災ｾﾝﾀｰにて 


