
 

 
 

                   
 

◆牧島地区 防犯協会 
 

 犯罪のない明るい住みよい社会をつくるため、犯罪や事故の未然防止を推進します 
  

  【会 長】松尾 正勝  【副会長】釘島 利男 
 

◆牧島地区 青少年育成町民会議 
 

 青少年および青少年団体の育成事業を推進し、健全な育成を図ります 
 

【会 長】福井 泰三朗 【副会長】相良 保裕 ・ 古賀 誠 ・ 松田 正男 
 

◆牧島地区 人権・同和教育推進協議会 
 

 人権・同和教育の研究と実践を深め、差別のない明るい町づくりを推進します 
 

  【会 長】相良 保裕  【副会長】福井 泰三朗 ・ 木須 正子 
 

◆牧島地区 社会福祉協議会 
 

 地域のおける福祉コミュニティづくりと福祉の増進に寄与します 
 

  【会 長】副島 義隆  【副会長】 木須 正子 ・ 久原 正三 

  【福祉活動員】（木須西区）松尾 澄枝 ・ 渕上 新一 ・ 石田 惠美子 

         （本瀬戸区）梶山 文浩  （中通区）久原 正三 

         （早 里 区）江口 初江  （漁港区）萩原 ひとみ 

         （釘 島 区）古川 清  
 

◆牧島浮立保存会 
 

 牧島浮立の保存と会員の親睦を図ります 
 

  【会 長】福井 泰三朗  【副会長】古賀 誠 
 

◆牧島地区 交通対策協議会 
 

地区内の交通安全確保、交通の円滑化、能率化の総合的な対策を確立・推進します 
 

  【会 長】釘島 利男   【副会長】副島 義隆 ・ 松尾 正勝 
 

◆伊万里市交通安全協会 牧島支部 
 

 地区内の交通事故防止、交通安全の確保、交通の円滑化を図り、健全なる交通秩序   

の確保、支部全員の運転技能の向上・融和を図ります。 
 

  【会 長】釘島 利男   【副会長】副島 義隆 ・ 松尾 正勝 

 ◆地域開発促進協議会 
 

  地域発展のため、地域の振興対策実現に寄与することを目的としています 
 

   【会 長】諸石 秀子    【副会長】相良 保裕 ・ 釘島 利男 
 

 ◆黒塩川改修・漁港地区排水対策推進協議会 
 

  黒塩川の改修、漁港・早里・黒塩地区の排水対策事業の推進を目的としています 
 

   【会 長】諸石 秀子    【副会長】松尾 正勝 ・池田 正樹（黒川町） 
 

 ◆牧島地区 まちづくり運営協議会 
 

  住民自らが地域の将来像を考え、実現に向けて行動することによって、町民が誇り 

 と郷土愛を抱く住みよいまちを形成していくことを目的としています 
  

   【会 長】諸石 秀子    【副会長】相良 保裕 ・ 福井 泰三朗 
 

 ◆牧島のカブトガニとホタルを育てる会 
  

  牧島の自然を守り、カブトガニとホタルを育てることを目的としています 

【会 長】黒川 幸彦    【副会長】石田 清 
 

 

 ◆牧島地区 子ども見守り隊・隊員 
 

  通学時等の児童の安全を確保するため、防犯パトロールを行います 
 

   【木須西区】牧瀬 晃   ・石田惠美子 ・松尾 雅宏 ・松尾 俊昭  

小溝 宏泰 

   【本瀬戸区】相良 正博 ・梶山 文浩 ・黒川 秀昭 ・相良 保裕 

   【中 通 区】村上 健夫 ・弘川 義廣 

   【早 里 区】西 喜代徳 ・森永 義弘 ・犬塚 潤司 ・渡辺 義則 

   【漁 港 区】満江 洋介 ・中島 豊治 
 

   ☆牧島地区みなさまのご協力をお願いいたします！ 

 
 

 

    

    
 

  ●牧島コミュニティセンターでの再実施日 

    ◎日  時      ６月２日（火）15：00～15：30 

    ◎登録料・予防注射   6,250 円 

    ◎予防注射のみ     3,250 円  
   

  ●６月４日（木）に別会場でも行います。場所・時間等については、 

市役所環境課生活環境係 ☎２３-２１４４ までお問い合わせください。 
 

 
   

                        《５月１日現在》 

         ・男性   ６７６人（±０）   ・６０３世帯 

         ・女性   ７０９人（－３）    （－１） 

             １，３８５人（－３） 

 

センターだより 
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  ●日  時    ６月１４日（日） 午前９時～ 

  ●集合場所    早里公民館 

  ●行 き 先    塩釜神社・おすわさん・珍しいイスの木等 

  ●企画・案内   早里区顧問  松尾 哲昭氏 
 

                    代表 細谷 幸一郎 
 

   ※当日はお茶とタオルをご持参ください。事前の申込みはいりません。 

    小雨決行。ひどい雨天時は、次週の６月２１日に延期します。 

    どなたでも、お気軽にご参加ください。  

  ●問合せ先   漁港区長 諸石 （☎２２－３０７６）まで 

 
 

 
  ６月に入り、これから雨が多い季節になります。大雨などによる災害が発生する 

 可能性があります。突然起こりうる災害を予測するのは難しいものです。災害は、 

家族全員が一緒のときに起こるとは限りません。そんな時、慌てずにすむように、 

家族の行動、避難所や避難方法、連絡方法などについて、普段からご家庭で話し 

合っておきましょう！ 
 

  非常備蓄品・非常時持ち出し品の準備＆チェックをしま 

しょう。（市のホームページや市作成のハザードマップ等を 

ご活用ください） 
  

【非常備蓄品（例）】 
  災害復旧までの数日間（最低３日）を生活できるように準備して 

おきましょう。 
 

  飲料水・非常食品・燃料・その他（生活用水・毛布・マスクなど） 
 

【非常持ち出し品（例）】 
  いざというときすぐに持ち出せるように、日頃から準備・点検しておきましょう。 
 

  携帯ラジオ(電池)・救急医療品(常備薬)・貴重品・懐中電灯・非常食品等・ 

その他(マスク・衣類・タオル・ティッシュ・ロープ・はさみ・筆記用具・ 

家族の連絡先・合羽・携帯電話(充電器)・ごみ袋・軍手・紙おむつ など) 
 

※避難準備等が発令される前に避難所へ自主避難される場合は、食事や寝具 

等は各自で準備いただく必要があります。 
 

 ※非常持ち出し品の有無で災害後の数日間の生活に大きな差が出ます。すぐ背負える 

  リュックなどにまとめて入れておきましょう。消費期限や使用期限のあるもは普段 

から確認し、使用しながら新しいものと交換しましょう。 
 

         【避難時の注意点】『自分の命は自分で守る』という意識を！ 
             

         ◎戸締り・ガス・火元・電気のチェック 

         ◎外出中の家族へ避難先などを記した伝言メモを目立つところに！ 

         ◎車での避難は控える（緊急車両の通行の妨げや浸水する可能性） 

         ◎速やかに避難を！動きやすい恰好で、２人以上で避難しましょう 

 

 

                  ５月２６日（火）、老人クラブの女性役員、井手口 

                 ミサヲさん、奥村那智子さん、黒川ハル子さん、大

川内久子さん、松尾民恵さん５名の方に、コミュニ

ティセンターの広場の除草作業をしていただきまし

た。コロナウイルス感染症の対策として、少人数で

の作業で大変だったと思いますが、あっという間に

きれいになりました。お疲れ様でした。 
 

 

２日（火）狂犬病予防注射（牧島公民館）……………………………………１５：００～ 

５日（金）牧島地区まちづくり運営協議会・役員会…………………………１８：３０～ 

９日（火）区長会・定例区長会…………………………………………………１３：３０～

１１日（木）子ども会・定例幹事会………………………………………………１９：３０～ 

１７日（水）スポーツ協会・常任理事会…………………………………………１９：３０～ 

２５日（木）囲碁会………………………………………………………………… ９：３０～ 

◎夏の交通安全運動合同会議については日程が決まり次第関係者にご連絡いたします。 
 

   新型コロナウイルス感染症については制限が緩和されましたが、まだまだ油断ができ 

 ません。コミュニティセンターご利用の際は、マスクの着用、３密を避けるなどの感

染予防対策にご協力ください。体調の優れない方（発熱や咳、咽頭痛などの症状があ

る方）はコミュニティセンターのご利用をお控えください。 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  
 

    

     

  
☆現在、コロナウイルス感染拡大などを考慮して、行事の開催を見合わせております。 

今後の行事開催につきましては、図書館のホームページにて随時お知らせいたします 

ので、そちらをご確認ください。 

 
 

 
                

 ・『ケロリンピック』         ・『銀をつむぐ者 上・下』 

 ・『精霊のなみだ』          ・『なぜ僕らははたらくのか 

 ・『うりぼうのウリタ』        ・『自分のこころとうまく付き合う方法』 

 ・『きみが、この本、読んだなら』   ・『掟上今日子の設計図』 

                    ・『きみのまちに未来はあるか？』 


