
 
 

 

 

 

 

●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】満江 洋介  【副会長】古川 清  
 

●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、健全な育成をはかります 
 

【会 長】松尾 雅宏  【副会長】相良 正博 ・ 古賀 誠 ・ 木須 正子 
 

●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】満江 洋介  【副会長】久原 正三 ・ 木須 正子 
 

●牧島地区 社会福祉協議会 
 

  地域に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】相良 正博  【副会長】木須 正子 ・ 松尾 澄枝 

   【活動員】（木須西区）松尾 澄枝 ・渕上 新一 ・牧瀬 典子 

        （本瀬戸区）田代 敏彦  （中 通 区）井手口 陸子 

               （早 里 区）江口 初江  （漁 港 区）萩原 ひとみ 

        （釘 島 区）釘島 利男 
 

●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】久原 正三  【副会長】松尾 雅宏 ・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】久原 正三  【副会長】黒川 義昭 ・ 犬塚 邦康 
 

●伊万里地区交通安全協会 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 
 

   【支部長】久原 正三  【副支部長】黒川 義昭 ・ 犬塚 邦康 
 

 

●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】黒川 義昭  【副会長】久原 正三 ・ 相良 正博 
 

●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】犬塚 邦康  【副会長】満江 洋介 ・原田 加吉（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】久原 正三  【副会長】犬塚 邦康 ・ 古川 清 
 

●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 
 

   通学時の児童の安全を確保するため、防犯パトロールを行ないます 

 【木須西区】木須 利之 ・橋口 克勝  牧瀬 晃  ・吉村 正子  

       水島 義彦 ・小溝 宏泰 ・松尾 雅宏 ・力武 保惠 ・坂口 桐子 

 【本瀬戸区】相良 正博 ・梶山 文浩 ・相良あつみ ・黒川 秀昭 

 【中 通 区】弘川 義廣 

 【早 里 区】森永 義弘 ・松田 正男 ・犬塚 一男 ・西 喜代徳 

 【漁 港 区】満江 洋介 ・津上登志治 ・松尾 要  ・光武 光 

  ※各団体の総会資料は、公民館で閲覧できますので、興味のある方は、 

公民館までお越し下さい。開館時間内であれば、いつでもご覧になれます。 

 
 

 
 

  平成３０年 6 月２０日より、牧島地区の防災行政無線の運用を開始いたし 

 ます。運用開始日までに試験放送を実施しますので、皆様のご理解とご協力 

をよろしくお願いいたします。 

        【問合せ先】市防災危機管理課 ☎２３－２１３０ 
 

 

 
■牧島公民館での再実施日 

     ◎日時 6 月５日（火）11:00～ 

     ◎登録・予防接種  6,150 円 

     ◎予防接種のみ   3,150 円 
 

 ■問合せ先  伊万里市環境課生活環境係（☎23-214４） 
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5 月 27 日（日）は天候にも恵まれ、無事に  

開催することが出来ました。          

詳しい結果については、来月号に掲載します。 
 

 
  ５月２３日（水）、牧島小学校４年生の児童１１名が、牧島のカブトガニと 

 ホタルを育てる会の黒川会長と一緒に『介護ホーム まきしま』を慰問しました。 

  児童たちは、この日のために練習した歌や音楽を披露したり、入所者の方々と 

一緒にクイズや折り紙をして、楽しい時間を過ごしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■日  時  ７月８日（日）  開会式 8:30～ 

 ■会  場  国見台体育館 

 ■参加資格  伊万里市民で中学生以上の方 

 ■ﾁｰﾑ構成   １チーム 4～９人 

 ■種  別  一般(混合)の部・女性の部・シニア(混合)の部 

 ■参 加 料  1 チーム 1,000 円 

 ■申込期間  6 月１日（金）から ６月２５日（月） 

 ■申込方法  市体育保健課または各町公民館に備え付けの用紙に記入し、 

参加料を添えて申込先へ提出してください 

 ■申 込 先  市体育保健課または公民館まで 

 ■問合せ先  市体育保健課（☎23-3187 直通） 

 
 

 ●谷口ハルミ様（木須西区）亡子 谷口眞一郎様の香典返しとして 

    厚くお礼を申し上げますとともに、故人のご冥福をお祈りいたします。 

６月の行事予定 
２日（土）牧島保育園・運動会…………………………………………… 9：00～ 

 ３日（日）ソフトボール県体予選（B ﾁｰﾑ vs 伊万里）…………………10：00～ 

４日（月）元気かい？………………………………………………………13：30～ 

５日（火）牧島老人会・役員会…………………………………………… 9：00～ 

 ５日（火）狂犬病予防接種・再実施………………………………………11：00～ 

７日（木）牧島老人会・例会………………………………………………10：00～ 

 ８日（金）牧島区長会・定例区長会………………………………………13：30～ 

 ８日（金）牧島子ども会・定例幹事会……………………………………19：30～ 

１０日（日）町民ゴルフコンペ（多久ゴルフ倶楽部）…………………… ９：00～ 

１０日（日）ソフトボール県体予選（A ﾁｰﾑ vs 二里 or 松浦）………… 11：30～ 

２０日（水）牧島体協・常任理事会…………………………………………19：30～ 

２８日（木）囲碁会…………………………………………………………… 9：00～ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

■子どもミニ上映会 於：のぼりがまのへや 

  ６月１７日（日） 14：30～『日本の昔ばなし 浦島太郎 ほか』 

■名画上映会 於：ホール 
  ６月１３日（水） 14：30～『そして父になる』 

■第 23 回 図書館☆（ほし）まつり 
 「2(に)っこり笑顔で 3(み)んなキラキラ☆」 

  ７月７日（土）・８日（日）★古本市やコンサートなど、色んなイベントがありますよ！ 

《おすすめ絵本》            ・『邪馬台戦記 1 闇の牛王』 

・『王さまになった羊飼い』         ・『夢とき師ファナ 黄泉の国の腕輪』 

・『パイパーさんのバス』          ・『かならずお返事書くからね』 

・『王さまのスプーンになったおたまじゃくし』・『司法の現場で働きたい！』 

・『４ミリ同盟』          ・『生物学の基礎はことわざにあり 

                   カエルの子はカエル？トンビがタカを生む？』 
    

 

                       （５月１日現在） 

       ・男性  ６７７人（－３） ・５８８世帯 

       ・女性  ７１６人（－４）   （＋２） 

           1,３９３人（－７） 


