
日蒔野６区     27位  
今年も日蒔野 6 区内から有志を募って参戦

しました。体育部長を筆頭に、全員のチームワ

ークでたすきをつないで、完走できました。来

年は更なる上位を目指して頑張ります。 
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福間南地域郷づくり推進協議会 広報№１０４（２０１９・２・15 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 

第 14回 福津市成人祝賀駅伝競走大会 

～人をつなぐ 心をつなぐ 地域をつなぐ～ 

新成人の門出を祝う成人祝賀駅伝大会が、1月13日 １３：００～津屋崎小

学校スタート・ゴールで開催されました。今年は 49チームの参加があり、

福間南地域から原町、四角、光陽台南、日蒔野１、３、５、６区の自治会、１０チ

ームが参加しました。原町Aは、準優勝、日蒔野 1区、３区、光陽台南は、躍

進賞を受賞しました。また数多くの福間中学校生が、各チームで貢献し、

大会を盛り上げてくれました。参加された自治会から、写真や記事の提

供ありがとうございました。お礼申し上げます。尚 記事については紙面

の都合上一部割愛させて頂きました。ご了承ください。 

 
原 町 Ａﾁｰﾑ 準優勝、 Ｂﾁｰﾑ １３位、 Ｃﾁｰﾑ ２０位 

原町A ﾁ-ﾑが堂々の準優勝を飾ることができました。今回も年末か
らの連日連夜の練習には、選手をはじめ監督そして練習を支えるｽﾀ
ｯﾌ 一丸となった協力体制で臨み、その成果が勝因の背景にあった
ものと力強く感じています。今回も中学生の活躍が目立ち、練習に
は小学生が加わるなど将来の活躍が楽しみです。なお、原町では、
今大会も３ﾁｰﾑ編成で臨み、A ﾁ-ﾑ「準優勝」、B ﾁ-ﾑ「１３位」、C ﾁ-ﾑ「２０
位」とそれぞれ好成績を残すことが出来ました。これからも 
「駅伝の郷」としてこの伝統を維持しながら、青少年の育成と次世
代の活躍に期待しています。 

日蒔野３区  10位  躍進賞 
日蒔野 3区から 1 ﾁｰﾑ参加。当日は選手、サポートメンバ

ーと共に一致団結。過去最高の 10位を獲得。躍進賞も頂

き非常に盛り上がった大会となりました。 

 
 

光陽台南  22位  躍進賞 

昨年は残念ながら最終ランナーは「繰り上げスター
ト」になりました。今年は若手選手（１０代～２０代）
を４人とベテラン選手（５０代）を２人で臨んだ結果、
昨年の３８位から２２位へと総合タイムが約１１分短
縮となり、念願の「躍進賞」を獲得できました。選手、
付添、応援者の皆様に感謝いたします。 

 

四 角    24位 
５年前までは毎年参加していましたが、 

５年間のブランクがあり、今年参加出来た 
ことは本当うれしかったです。 
成人選手には、家族全員で応援。 
中学生にはおじいちゃんおばあ 
ちゃんと家族みんな勢ぞろいの 
応援で、アットホームな姿が 
見られました。２４位という 
成績は上出来でした。 
選手の皆さんお疲れ様 

でした。来年は躍進賞を 
もらいたいです。 



日蒔野 1区 ２９位 躍進賞 チーム日蒔野 ４６位 
日蒔野 1区からは2チームで参加し、日蒔野 1区チームは昨年よ

り約18分もタイムを縮め、躍進賞を受賞しました！さらに 3区を

走った朝倉尚輝さんが区間賞を受賞しました！ 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

日 曜 ３月 行事予定表 場 所 時 間 

２ 土 クリーンウォーキング大会 南小前集合 8:30～ 

３ 日 郷づくり計画策定委員会 南しょっとC 10：00～ 

５ 火 環境・景観部会 南しょっとC 10：00～ 

５ 火 寺子屋「福間南」 南しょっとC 15：10～ 

７ 木 子育てサロン ポレポレ 福間中学校 10：00～ 

12 火 寺子屋「福間南」修了式 南しょっとC 15：10～ 

12 火 防犯・防災部会 南しょっとC 19：00～ 

12 火 健康・福祉部会 南しょっとC 19：00～ 

13 水 子育てサロン なんしょっと 南しょっとC 10：00～ 

14 木 歌声喫茶「南しょっと」 南しょっとC 10：00～ 

18 月 子育てサロン ぱくぱく 原町 公民館 10：00～ 

20 水 郷づくり運営連絡会 南しょっとC 19：00～ 

28 木 郷づくり役員会 南しょっとC 19：00～ 

24 日 福間南GGミニ大会  南小 運動場 8：30～ 

25 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   問合せ先 福間南地域郷づくり推進協議会事務局 

次号NO.105（各戸配布）は４月1日発行の予定です。     「南しょっとセンター」内    ☎0940－72－5138 

日蒔野５区    ３４位 
日蒔野５区からは１チームが参加しました。選手は練

習を積み重ね、応援は大きな声援を送り、一致団結し
て参加しました。結果はタスキを最終走者まで繋ぐこ
とができ完走することができました。 
選手はじめ 
応援して 
くださった 
皆さん、 
大変お 
疲れ様 
でした。 

福間南地域郷づくり推進協議会主催 

第四回 公民館めぐり＆ 
クリーンウォーキング大会    

期  日 平成31年3月２日（土） 

集合場所 福間南小学校玄関前 

集合受付 8時３０分～ （雨天中止） 

開会式  ９：００   スタート９：１５ 

コース 日蒔野地区にある 

５つの公民館をめぐり（５．７ｋｍ） 

スタート 福間南小正門前⇒⇒①両谷公民館⇒⇒②有弥の

里２公民館⇒⇒③有弥の里２公民館⇒⇒④原町公民館⇒⇒

⑤四角公民館⇒⇒⇒ ゴール（南しょっとｾﾝﾀｰ） 

事前申し込みは、いりません。 

公民館でおもてなしがあります。 

ご遠慮なくおもてなしを受けてください。 

問い合わせ 郷づくり事務局まで 

TEL ０９４０－７２－５１３８ 
 

外出支援（買い物支援）活動の取り組み 

原町は昭和３６年丘陵地地帯を開発し、大型団地が造

成され５０数年が経過しました。今では高齢化が進み、

高齢者が買い物のため、急な上り下りの多い坂道を、背

をかがめ休み休み歩いている姿を見ると、手助けしてあ

げたいと友人と協力し何度か行ったがとても負担が大き

くて頓挫してしまいました。 

こうした中、福津市の協議体で高齢者支援の一環とし

て高齢者サービス課の受託者で福津市社会福祉協議会よ

り、車、燃料、保険代の支援を受けることが出来て再度

支援活動をスタートすることが出来ました。 

スタートに先立ち運転者の安全運転講習会や高齢者の

付き添い介護の実習等の研修会を受けました。第一回目

買い物ツアーを１２月１２日イオンモール福津店へ、参

加者８人、スタッフ４人で実施し、以降１月末までに５

回行いました。この買い物ツアーは、毎月第２・４水曜

日に実施しています。みなさんの地域でも是非実践して

みませんか。参加者の嬉しい笑顔が返ってきます。 

福間南外出支援サポート隊 代表 川原 睦夫 


