
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                

 

 

 

 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 ８月 行 事 予 定 場 所 時 間 

５ 日 郷づくり計画策定委員会 南しょっと C 10:00～ 

７ 火 環境・景観部会 南しょっと C 10:00～ 

７ 火 健康・福祉部会 南しょっと C 19:00～ 

９ 木 親子料理教室 ふくとぴあ 10:00～ 

９ 木 歌声喫茶「なんしょっと」 南しょっと C 10:00～ 

９ 木 防犯・防災部会 南しょっと C 19:00～ 

16 木 郷づくり運営連絡会 南しょっと C 19:00～ 

18 土 上西郷「夏の川遊び」体験 はづき公園 9:00～ 

19 日 市長と語る会 南しょっと C 10:00～ 

23 木 郷づくり協議会役員会 南しょっと C 19:00～ 

26 日 福間南ＧＧミニ大会 南小運動場 8:00～ 

26 日 青パト乗務者交流会 南しょっと C 11:00～ 

  
寺子屋「福間南」 

２７、２８、２９日 
南しょっとC 

9:00～

10:30 

27 月 子育てｻﾛﾝ「 にこにこ」 四角公民館 10:00～ 

  
子育てサロン 

「 な んし ょ っと 」、  

「ぽれぽれ」、「ぱくぱく」 

今月は 

夏休み 
 

＊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 

 

見守り隊研修会、交流会    防犯・防災部会 

６月２７日（水）南しょっとセンターにおいて、日頃から登下校

時、児童の安全を見守る見守り隊員の研修・交流会が開催され

ました。午前中は福間南小学校で１年生と４年生の交通安全教

室が行われ、４年生は自転車に乗る時の注意、乗車前の点検や

自転車に乗車して足がつくのを確認していました。１年生は各ク

ラス４名で横断道路の渡り方等を子どもたちと一緒に警察指導

員から学びました。その後南しょっとセンターに場所を移した研

修会では、見守り時の服装、通学路、不審者情報、スクールメー

ル、大阪のブロック壁倒壊等、事故発生時の対応連絡の意見が

出ました。これからも見守り活動よろしくお願いいたします。    

 

 

介護施設の見学研修会   健康・福祉部会 
 健康・福祉部会では、５月３０日（水）に福津市

内の「三愛」と「まごころ福祉会」が運営されてい

る４つの老人ホーム、介護施設の見学研修会を行い

ました。参加者は１０名で、２時間半、施設の方か

ら詳細な説明をしていただきました。具体的な内容

につきましては、各施設に問い合わせていただける

と見学などさせていただけるとのことでしたので、

老人ホームについて気にかけられている方は、見学

申し込みをしてください。サン・ヒルズ三愛（サー

ビス付き高齢者向け住宅：有料老人ホーム）、サン・

ヴィレッジ三愛（介護付き有料老人ホーム）、あすな

ろ福間、ザ・高住”あすなろ”（サービス付き高齢

者向け住宅：有料老人ホーム）です。 

 

 

 

上西郷川「夏の川遊び」体験のご案内  環境・景観部会 

親子で楽しもう！川遊び・魚とり・生き物学習。 

「上西郷川日本一の郷川を目指す会」を中心に, 

「多自然川づくり」と地域をよりよくしていく 

活動に取り組んでいます。 

日時 ８月１８日（土）９：００～ 

集合 日蒔野はづき公園 

 
 

子育て・青少年育成部 定例会  

当部会の定例会は、子育てサロン「ぱくぱく」（原

町）、「ポレポレ」（福間中学校）、「にこにこ」（四角）、

「なんしょっと」（南しょっとセンター）。 絵本の読み聞

かせ、 寺子屋「福間南」、子ども郷づくりの代表者、自

治会から選出された部会員、ボランティアスタッフが

出席して開催されていますが、グループの活動報告

が主な報告で、自治会選出の部会員さんにはなじめ

ないところもあり、定例会のはじめに「今学校で

は・・・」とか、「地域のこと郷づくりのこと」等を、福間

中や南小の校長先生にお願いして話してもらってい

ます。今回は当郷づくり原会長が得意分野の落語鑑

賞の基礎知識を話してもらいました。校長先生の話

では見守り活動、中学校では福招き年賀状大作戦と

か興味あるお話が聞くことができました。一部紹介

まで。 

福間南 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№１００（201８・８・1発行） 【発行責任者 会長 原 秀俊】 

福間南郷づくり「南しょっと」は福津市ＨＰに掲載 

次号NO・101号（回覧）は9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     
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健康づくりと介護予防説明会    健康・福祉部会 

        ７月１０日（火） 南しょっとセンター 

福津市で平成２９年度に郷づくりごとの分析を行った、

高齢者の社会参加と要介護リスクなどの調査分析結果

について説明会が有りました。当日は健康・福祉部会の

前にとの予定でしたが、地域のみなさんにも聞いてもら

ったらと呼びかけたところ、多数の参加が有りました。み

なさんこれからの介護保険が大変だと納得しながら心配

そうでした。お話の中で、「いきいきとした生活を送ると

は、趣味や生きがいにしていることを、家族や地域の人

たちと、かかわりを持ちながら、出来る限り続けていくこ

とです」と、話されていました。 

 

 

「ひと」も「まち」も成長できる町 福間南 

上：自転車の乗り方 

右：信号機の赤、黄、青は 

どの順番ですか。 

下：みんなで、いつも 

見守り有難うございます。 

防犯パトロール実施者講習会開催  防犯・防災部会 

６月８日(金)１８時から南しょっとセンターにお

いて宗像警察署から講師を迎え、パトロール実施の

方法や事件、事故の対処方法等学びました。受講者４

８名で、福間南３２名(南小先生９名)、青少年指導員

２名、上西郷１４名でした。「地域の防犯は地域で」

を合言葉に、地域の方が定期的にパトロールを実施

しています。  

今年も竹尾緑地に「ひまわり」植え

ました。8月の初め頃までいっぱい
咲きます。見に来てください。 

待っています。 

見守り隊研修会 

寺子屋「福間南」夏休み特別授業  

7月２３、２４、２５日 9:00～ 

8月２７、２８、２９日 9:00～ 

 子育て・青少年育成部会 

 

              

 原会長 落語は・・・ 

 新海校長先生 

今学校では・・ 

回
覧 



福間南郷づくり広報「南しょっと」おかげさまで１００号になりました。 
 
安全に、より安心、より快適で住みよいまちを目指した「福間南地域づくり計画」

を基本に、新しい地域づくり（郷づくり）が、「地域福祉、子育て支援、防犯・防災、
環境・景観」の4部会で活動を始めました。 
地域住民に「郷づくり」を理解し参画して頂くため、広報活動の一環として広報

「南しょっと」発行するようにしました。 
 

広報NO１～２ 平成19年度から新しい地域づくり 
「郷づくり」の案内。郷づくり計画から概要説明 

広報NO３～４で、メンバー募集、協議会設立の案内 
 
広報NO５ 7月8日「福間南小学校区郷づくり協議会」設立総会    
 
郷づくりを回顧する 城野 清（四角） 初代会長  
当時 福間駅東土地区画整理事業が始まり、地域を取り巻く環境は厳しく、子ども

たちが安心して通学出来るよう、見守り隊やパト吉（青パト）でのパトロールや、
通学路に横断歩道と信号機の設置等の要望等をして来た。行政区長制度と補助制度
の廃止で、自治会を基軸とした郷づくりへ組織再編拡充され、地域住民にすこしず
つ活動の輪が広がってきました。今後とも住みやすい魅力ある福間南地域の実現を
期待しています。 
 
吉田 安廣 元マネージャーより 
「南しょっと」100号おめでとうございます。「継続は力なり」ですね。郷づくり

マネージャーとして4年間、第1号から関わらして頂き、とても懐かしく思い出し
ています。広報誌を作ろうとの思いで集まったのは、自分も含めあまり経験がなく
編集会議も喧々諤々でした。それでも地域に愛されるものにしたいとの思いでスタ
ッフ皆取材に飛び回りましたが、締切ぎりぎりになったことも毎回のようでした。
今は誌面もカラーになったとのこと。今後、150回、200回と益々充実発展し、いつ
までも地域に根付いた「南しょっと」であることを願っています。 
 
広報NO１１ 平成20年度 総会の報告 
広報NO１２ 平成21年度 総会の報告 
 
広報NO１３ 平成21年8月発行から 

月例で広報「南しょっと」発行  
（主な掲載内容） 

「福間南小学校区郷づくり協議会」活動報告 
各部会報告；安全講習会、親子料理教室等、 
地域の報告 夏祭り、文化祭、講演会等 
今学校で！ 「コミュニティスクール」って？？？ 
地域で活動されている人の紹介、自慢料理の紹介 

青パトの名称は南小の子ども達が投票で「パト吉」と決定 
 

広報NO２０ 平成22年3月1日  
「コミュニティスクール福間南小学校」に改名 
2月 ＪＲ福間駅新装開業 
12月11日 四角両谷線・西郷新橋開通 

広報NO３０ 平成23年１月１日   
2月5日 JR福間駅自由通路が開通 

 
広報NO３９  平成23年10月1日 

9月19日 あすはなフェス 
「明日花まちびらき」 

   四角子どもみこし、南しょう饅頭デビュー 
広報NO５０  平成24年10月1日 
     11月4日 花見総区で「自主防災訓練」 
 
広報NO５５  平成25年4月15日 
     総会特集 組織の再編、マネージャー退任事務局員制へ 

硴野 九州男 会長就任 
郷づくりマネージャー 吉田 安廣退任 
事務局員として 池田 典彦（両谷）、服部 圭吾（原町）就任 
 
 

広報100号おめでとうございます。 硴野九州男（原町 2）第2代会長 
福間南郷づくり、益々の発展おめでとうございます。 
福津市のリーダー的存在の南郷づくりです。各自治会長、スタッフの皆さんの頑張

りは素晴らしいものがあり、郷づくりの 17 自治区の皆さんと一体とした活動が福津
市の誇りになっています。福間南郷づくりの会長経験したものとして共にチエを出し
て、郷づくり発展のために精進します。 
広報NO６０ 平成25年11月1日 

福間南交流センター建設工事始まる 
平成26年5月28日 上棟 
8月23日 交流センター内壁塗り体験 
10月11日 南しょっとセンター開所 

 
広報NO６５ 平成26年6月1日    

広報名称変更 「福間南郷づくりだより「南しょっと」へ 
印刷はカラーにして 
各戸配布 2回 A3版 
回覧 6回 A4版 

広報NO７０ 平成26年11月15日 
 南しょっとセンター開所式 
      10月11日（土） 
愛称 南しょっとセンター 

 
広報NO７２ 平成27年2月15日 

1月24日 福津市市制１０周年 
広報NO７４ 平成27年6月1日 

 総会にて 梅崎 正広会長就任 
梅崎 正広（有弥の里１） 第3代会長 
福間南地域郷づくり推進協議会の活動も定着するなか、最近始められた歌声喫茶

は多くの方に人気があり、各自治会行事として広がりを見せています。これらの活
動状況を住民の皆さんに紹介し、理解を広めてきたのが、郷づくり便りです。この
編集にあたっては、広報委員会の方が、各自治会に出向き取材をされてるなどの努
力があって成り立っています。白黒の広報誌からカラーへ、「南しょっと」の名前
の定着と、より良い紙面づくりに努力され、今回 100号を迎えるとのことで敬意を
表したいと思います。今後も皆さんから親しみを持って読んで頂ける広報誌を目指
される事を期待します。 

 
広報NO８０  平成28年1月1日 

1月10日 福津市成人祝賀駅伝大会 原町Ａ ６連覇達成 
3月 5日  福間南地域郷づくり 
 第1回ウォーキング大会 

広報NO８３  平成28年6月1日  
4月17日 原 秀俊 会長就任 
事務局員 古里美津子（日蒔野） 

服部 圭吾 退任 
 
広報NO９１  平成29年6月15日   

上西郷川の里川 土木学会デザイン賞で最優秀賞を受賞 
南しょっとフェスタⅠ、Ⅱ 福間南小と郷づくり連日開催にする 
歌声喫茶「南しょっと」 始まる 

 
広報NO９８  平成30年4月1日 

福間南地域見守り隊 「青少年のつどい」で表彰される 
3月3日 花見３，４区 お別れクリーンウォーキング大会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
広報NO１００ 「南しょっと」１００号記念 8月1日号 
 
 

原 秀俊（光陽台南） 現会長 
  私は平成23年度に光陽台南の区長となり、今年で8年目になります。区長に成
立ての頃は、「郷づくり」のことなど何も知識もなく月1回の役員会に出席していま
した。「郷づくり」とはこう言う事をして行くものかな？こう言う事を目指している
のかな？とおぼろげながら自分で理解できるようになったのは、3年以上経ってか
らでしょうか。「郷づくり」に関わっている者でさえこの様な有様でした。「郷づく
り」は何をやっているのか よく解らない、と言う事を耳にします。でも少し待っ
て下さい。そう言う方に申し上げたい。 広報「南しょっと」を読んでいますか？
「郷づくり」の事を理解しようとしていますか？「郷づくり」の行事に参加してい
ますか？「郷づくり」は「人と地域の絆をつくる」ものです。少しでも「郷づく
り」を理解して頂くために、広報「南しょっと」を発行しています。必ず読んで下
さい。お願いします。 
 
防犯・防災部会長 楠木 儀則 
「南しょっと」100号発行？早いですね。初めから部会長しているからな。防犯と

は犯罪を未然に防止することである。我々の防犯は、地域を巡回、戸別訪問して犯罪
の芽を摘んだり、防犯標語や防犯旗の設置による地域の防犯意識を高め、青パトで地
域のパトロールや児童への見守り活動等で、防犯意識が高い地域と思わせ犯罪への抑
止力になっている。防災については進んでいない。「なぜ防災対策は進まないか」防
災力向上のために目標を明示し、共有すべきリスクを正しく評価し、交流と連携を考
えていくべきと思われる。 
 
健康・福祉部会長 川原 睦夫  
広報紙100号発行おめでとうございます。 

古き町と新しい街が交差する福間南地域では、高齢化率 50％を超える自治区と、日本
一に迫る児童を抱える小学校が有る変化にとんだ地域であります。 
健康や福祉活動に取り組んでいる各地域の方々と交流会を毎年行い、高齢者の集い

であるグラウンドゴルフの月例会を行い、各地域の絆を大切に実施しています。当部
も高齢化が進む中、支え、支えられる地域づくりを目指して取り組んでまいります。 
 
100号を祝して  子育て・青少年育成部会長  城野 加代子 
「南しょっと」の 100号達成おめでとうございます。 

私も創刊号から何年か携わっていました。その頃が懐かしいです。みなさんに読んで
もらうために毎号「つくってみませんか」の欄を設けて地域の方々に得意の料理を披
露していただきました。 
 私は故松尾勝利さん、吉田典子さんについで 3代目の部長です。子育てサロンを
4か所、寺子屋、本の読み聞かせ、子ども郷づくりなどの事業があります。毎月約
100人の部会員、ボランティアスタッフの方々がが行動しています。また南しょっ
とフェスタでは「南しょう饅頭」を 10年間作って好評いただいています。広報で
は、毎号 子育て・青少年育成部会の活動を載せてもらって感謝しています。今後も
よろしくお願いいたします。 
 
環境・景観部会長 伏見 一彰 
私たちは自分たちの住環境を改善し、品の良い街並みをつくるために活動してい

ます。公園や道路の花一杯運動、道路の違反広告物を撤去する活動、上西郷川造り
や利用の促進運動などです。景観条例の制定に際しては市民の目線から意見を述
べ、イオンモール建設に当たっては、敷地周辺に十分な緑地を作ることなどの意見
を行政に提言し、幾つか実現できました。住民の皆さんの大勢の活動参加とご意見
を待っています。 
 

広報委員長  吉原 隆信 
 「南しょっと」100号発行。みなさまのご協力感謝いたします。 
「郷づくりとはなんだろう」「わからん」と何回聞いたことでしょう。そのたびに、皆
さんにどうしたら郷づくりを理解してもらえるだろうか、南しょっと見てくれるだろ
うかと思いながら、興味ある記事を掲載してきました。今、部会では魅力ある活動が
いっぱいです。「郷づくり」わからんと言わないで仲間に入ってみませんか。参加す
るようになった方々は、「家にじっとしているよりはるかに楽しい」と口をそろえて
話されます。これからも楽しいことを皆さんにお知らせしていきます。早めの「地域
デビュー」待っています。 生涯現役！ 生涯元気！ 
広報委員は、池浦（防犯・防災部会）、藤井（健康・福祉部会）、松尾（環境・景観部
会）、吉原（子育て・青少年育成部会）  事務局（古里、池田） 
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