
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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№１０３（２０１９・０１・０１発行）【発行責任者 会長 原 秀俊】 

回
覧 「ひと」も「まち」も成長できる福間南 

いろどり真愛保育園 

第６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１７日（土）南小Ｇ  

恒例の自治会対抗のグラウンドゴルフ大会、今年は好天に恵
まれ大会が開催されました。試合は、前半２ラウンド、後半２ラ
ウンドの合計４ラウンドの試合形式で行われました。 
月例会と違い自治会代表で参加し緊張した人もいましたが、

「ホールインワンで喜ぶ人」、「もうちょっとと悔しがる人」それ
ぞれでした。今回は日蒔野地区から小学生の参加もあり「こうし
て打つんだよ」「あそこを狙って打って」と、指導しながら楽し
む人も見かけました。当日の結果は、団体優勝は光陽台南区、個
人では大石敬二さんでした。自治会から選手８０名、当日の世話
役の健康・福祉部会、その他自治会世話役など多くの参加でし
た。ふるまいのラーメンやおにぎりを食べながら「もうちょっと
成績が良かったらな～」とか、話しながら交流を深めていまし
た。帰りには、もらった賞品を眺めながら嬉しそうでした。 

 
新年のご挨拶 

 
福間南地域郷づくり 

推進協議会  
会長 原 秀俊 
 

     皆さん、明けましておめでとうございます。 
平成 31年の年が明けました。皆さんにとってこの

30年間はどんな時代だったでしょうか？昭和の時代
が少しずつ遠くに感じるようになりました。 
さて、平成 18年に策定した「地域づくり計画」を基

に今日まで、市内８つの郷づくり推進協議会は「郷づく
り推進事業」に取り組んできました。 
市は、平成 30年 3月に郷づくり地域の役割や支援

方針等を体系的にまとめ、今後の郷づくりの指針とな
る「郷づくり基本構想」を策定しました。 
そこで、今年の 3月までこの「郷づくり基本構想」に

基づき、各郷づくり推進協議会は地域住民が主体とな
って策定する「郷づくり計画」の見直し作業をしていま
す。それぞれの地域に応じた「課題」を解決できるよ
う、各郷づくりで現状を把握し、取り組むべき活動目標
を設定します。 
この福間南地域を今以上に住みやすい地域にする

ために、どのような活動をすればいいのか一緒に考
えていきましょう。本年も宜しくお願い致します。 

  

団体の部 

優 勝 光陽台南区 

準優勝 光陽台１区 

３位  有弥の里２区 

４位  両谷区 

５位  原町１区 

６位  混成Ａ 

７位  四角区 

個人の部 

優 勝 大石 敬二（有弥の里２区） 

準優勝 池浦 和敬（両谷区） 

３位  北野 博已（光陽台南区） 

４位  和田 洋子（混成Ａ） 

５位  井原 庸尋（両谷区） 

６位  藤井 直澄（四角区） 

７位  梶原 正幸（光陽台１区） 

８位  佐藤  進（原町３区） 

９位  熊本 竹治（日蒔野１区） 

１０位 三浦 廣子（両谷区）   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

郷育カレッジ「ふくつ散歩（福間南編）」 
11月 28日に郷育カレッジが開講され、
福間南地域にある文化財を歩いて巡る
コースでした。ガイドから文化財の詳
しい説明を聞いたり、普段見学できな
い神社内を観て回りました。 
 
参加者の声 
・亀山神社では今まで知らなかった話が聞

けてよかった。詳細な説明加えてもらっ

て知識が深まった。 

・ガイドの説明を受けながら史跡等を見学

できて面白く、楽しい時間でした。 

・まだ知らなかった所を見学出来ました。

ありがとうございました。 

・福間南地域をゆっくりと歩く事が出来、

有意義な講座でした。 

  

『年末年始特別警戒出動式 青パト大集合２０１８』 

防犯・防災部会 

12月１日（土）10時半から福津イオンモールの駐車場で、 

『年末年始特別警戒出動式〜青パト大集合〜』が開催され、 

防犯・防災部会から 4名とパト吉が参加しました。 

 宗像警察署、宗像地区防犯協会、青パト団体代表による決意

表明後、警察パトロール車、白バイ、青パト 53台が一斉に出動

しました。RKBアナウンサーが一日署長を務め、福津の龍神太鼓

の演奏もあり、出動式を盛り上げていました。 

 

 

熊本震災パネル特別展  

福間南地域郷づくり推進協議会 
有弥の里１区・２区自治会 

 

１１月１０日、西山断層を震源とした大地

震を想定した福津市一斉防災避難訓練が

実施されました。福間南地域でもそれぞれ

の自治会で訓練が実施されました。 

それに合わせ、平成２８年４月に最大震

度７を観測する地震が２回発生した熊本震

災の「熊本震災と障がい者を受け入れた避

難所４５日」のパネルを、福岡県（公財）人

権情報センターより借用し、南しょっとセン

ターに５９点を展示しました。当初は、有弥

の里公民館にて展示し、防災意識を高め

ようと計画しましたが、多くの方に見て頂き

たいという思いから、福間南地域郷づくり推

進協議会と共同開催とし、１１月８日から１２

日の５日間パネルを展示し、１３３名の方が

来場され、観覧して頂きました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歌声喫茶 「南しょっと」  
開催日 月 1回、第 2 木曜日（原則）１０～１２時 
場 所 南しょっとセンター 
会 費 1回 100 円 （お茶、お菓子代） 
「こころ」と「からだ」と「あたま」の健康づくりを 

目指し、ふれ合い（交流）を大切にし、地域の方々と 
の絆を深め、郷づくりの推進に寄与し、誰でも気軽 
に参加できる楽しい会にしています。 

昨年１２月までに１６回開催して、毎回４０～５0人 
の参加でにぎわい楽しんでいます。 
 四角公民館、有弥の里１区公民館でも開催される 
ようになりました。また両谷公民館では年４回開催が 
計画されています。 

四角 歌声喫茶 
今年度の 6月から開催しています. 

毎月第 1 金曜日 10 時から 11 時半まで 
毎回 40人程度集まっています。 
特徴としては四角の方が作詞作曲された歌を歌った
り、特技を披露してもらったりしています。 

日蒔野１区  
１１月２４日福間駅前のうづき公園で「光の祭」を

開催しました。光の祭の目的は、公園美化、防犯意識
の向上を図ることでした。公園美化については、最近
犬のフンやブラッシング後の毛の放置が目立ってい
ました。また防犯灯が少なく、この時期１８時以降は
公園周辺が暗くなっています。祭の当日は多くの方々
の参加のもと開催目的を説明し、その後の点灯式では
みんなでカウントダウンをして盛り上がりました。 
点灯後はカレー、おでんを販売し、子ども達には輪投
げ等のゲームを行いました。来年度以降、少しずつ 
イルミネーションを増やしたいと思います。 

四角区 

 ７～８年前からイルミネーシ
ョンを飾り始めました。年々装
飾が増え華やかになっていま
す。多くの方に楽しんでもらえ
たら嬉しいです。 

紹 介 
 イルミネーション 

四角公民館 

うづき公園 

有弥の里１区 歌声喫茶 

毎月第２日曜日分別収集の日に、福祉会で開催して

います。公民館で１０時から始めています。 

地域のみなさんと歌を通して交流しながら、楽しい

ひとときを過ごしています。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 １月 行事予定表 場 所 時 間 

 火 
寺子屋「福間南」 

予定 15、22、29 
南しょっとC 16：00～ 

６ 日 郷づくり計画策定委員会 南しょっとC 10：00～ 

８ 火 環境・景観部会 南しょっとC 10：00～ 

８ 火 健康・福祉部会 南しょっとC 19：00～ 

10 木 歌声喫茶“南しょっと” 南しょっとC 10：00～ 

10 木 防犯・防災部会 南しょっとC 19：00～ 

17 木 子育てサロン ポレポレ 福間中学校 10：00～ 

17 木 子育て・青少年育成研修会 四角公民館 11：00～ 

17 木 郷づくり運営連絡会 南しょっとC 19：00～ 

21 月 子育てサロン ぱくぱく 原町 公民館 10：00～ 

24 木 郷づくり協議会役員会 南しょっとC 19：00～ 

27 日 福間南GG月例会  南小 運動場 8：30～ 

28 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 

福間南郷づくりだより「南しょっと」は福津市ＨＰに掲載  

次号NO.１０４（回覧）３１年２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 

子育てサロン「なんしょっと」  

子育て・青少年育成部会 

 南しょっとセンターで、毎月第２水曜日に開催されていま

す。子育て中の親子と地域の高齢者が集まって、遊んだりお

話したり、時にはおやつが出てみんなで食べて楽しんでいま

す。日蒔野地区から多くのお子さんが参加しています。 

「日蒔野地区にお住いの高齢者も参加してもらいたいな～」

と話されていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 門松 しめ縄つくり         両谷区 

１２月１５日（土）に新春を迎える恒例の門松つくり

と須賀神社しめ縄つくりが両谷公民館で行われました。

飾り付けは２４日の餅つき大会の時に 

仕上げられるそうです。 

四角区でも門松がつくられます。 

お正月には見に来てほしいと、 

話されていました。 
 

 

 

 

 

環境景観講演会           環境・景観部会 

「わたしたちの美しいまちづくり」 

 １２月２日（日）南しょっとセンターにて、福岡県都市計画課都

市政策部の山下さん、井手さんをお招きし「わたしたちの美し

いまちづくり」講演会を開催しました。 

 私たちの住んでいる「福間南地域」では、区画事業整備が実

施され住宅、マンションや商業施設の建設が急速に進んでい

ます。この街が将来住み良いまちになるのか、住民が納得で

きるまちになるのか、正しいまちづくりについての知識を理

解しておくよい機会になりました。 

今年も開催します。（先行お知らせ） 

福間南地域郷づくり 

公民館巡り＆クリーンウォーキング大会 

平成３１年３月２日（日） 福間南小 集合 

福間南地域にある公民館を巡りながら、各公民館の活動や 

展示等が見学出来ます。中にはおもてなしがあるかも。 

詳細については、後日回覧にてお知らせします。 

餅つき    光陽台南区 

１２月８日（土）９時から 

小学生１０名、大人２５名 

が参加し楽しい半日を 

過ごしました。 


