～青少年育成協議会とコミュニティの青少年育成部会・環境整備部会が
中心となって跨線橋の落書き消しを行いました～
赤 間 駅周 辺の 橋脚 に書 か を躊躇 した ので しょ うか放
れた落 書き に悲 しい 思いを 置されてきました。
された 方が 多か った と思い
ます。 この 落書 き、 今日ま みんなが、力をあわせれば

「参加してよかった」の声
も

落 書 き消 しに 三歳 、六 歳

の子ど もを 連れ て親 子で参
加された方は、「子どもが電
車が好 きで 小さ い時 からよ
くこの 線路 沿い に来 ていま

した。 今日 は子 ども に落書
き を 消し に 行く と 話し た
ら、す ぐに 「う ん」 と言っ

て一緒 に参 加し た。 子ども
もけっ こう 楽し かっ たと言
ってい た。 今日 は参 加して

よかった。」と話されていま
した。
また、中学生の方は、「消
すのは 大変 だっ た、 落書き

子ども会、城山中の生徒や は意味 がな いと 思っ た」と
東 海 第五 高校 のサ ッカ ー 話されていました。
部のみなさんも参加

こ の 「落 書き 消し 隊」 ボ

ランテ ィア には 、地 域の子
ども会、城山中学校の生徒、
東海第 五高 校の サッ カー部
のみな さん など 百人 を越え

る青少 年の みな さん も参加
されま した 。本 当に ご苦労
さまでした。

－１－

で十年 以上 も放 置さ れてい すごいぞ！
たもの もあ りま した 。電車
に乗っ て見 たと き、 近くを
こ ん な思 いを 青少 年育 成

「落書 き消 し隊 」が 準備さ
れまし た。 当日 の十 一月二
十六日 （土 ）に は二 百五十
人以上 の方 がボ ラン ティア

通った 時、 だれ もが どうに 協議会 やコ ミュ ニテ ィ（赤
かなら ない かと 思っ て来ま 間地区 と赤 間西 地区 共催）
した。 しか し、 落書 きの範 な ど 各 種 団 体 で 協 議 さ れ 、
囲も広 く簡 単に は消 すこと
が出来 ませ んで した 。行政
の方で も消 して もま た書か
れるの では ない かと 消すの

で参加 され 、午 前中 三時間
でペン キを 二度 塗っ てすべ
ての落 書き が消 され 橋脚が
きれい にな りま した 。当日
は周辺 の草 刈等 も行 われ周
りもき れい にな りま した。
作業終了後「おどってん祭」
のみな さん がブ タ汁 を準備
して振 舞っ てい ただ き美味
しくいただきました。

みんなの手によって落書きが消されました。
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環境 整備 部会 では 、十二
月四日 （日 ）に 市か ら無料
配布さ れた 花苗 をプ ランタ
ーに植 え付 け、 赤間 公民館

広島県・栃木県などで小学
生の児童を殺害する事件があ
いつぎ、だれもが胸を痛めて
る。
２、ボランティアパ トロー
ルに従 事され てい る方

帰りなさい、知ら ない人
について行っちゃ ダメな
どの声 を積極 的に かけ

な限りの保管をお 願いし
たい。

分な指導をして欲しい。
５、防犯カメラ設置 事業者
等は、録画テープ の可能

葉牡丹 の実 技講 習会 が行わ
れ、そ れに 参加 した 部会員
さんが いた だい た葉 牡丹や
購入し たサ ルビ アを 十月十

動市民 花壇 」の 許可 を受け
ていました。
九 月 に正 助ふ るさ と村 で

迅速に通報を、自 動車の に注意 する こと で防 げるこ
中から子どもに声 をかけ ともあ ると 思い ます 。よろ
たり、通学路や公 園など しくお願いいたします。

九日に まず 六個 のプ ランタ

ーに植え付けました。
今 回 は、 十一 月末 に配 付
された パン ジー とデ イジー

の花苗 （各 三十 六本 ずつ）
と葉牡 丹・ パン ジー などの
花を植えました。
ま た 、夏 に視 察研 修し た

糸島の 「は まぼ う」 の花を
購入し て、 植え る予 定にし
ていま す。 寒い 冬が やって

きます が、 美し い花 を見に
いらっしゃい

ませんか。

務局）前にプランターを設置

しました

－２－

前 に 市民 花 壇を 作 りま し
た。環 境整 備部 会は 、七月
二十一 日に 「花 いっ ぱい運

います。事件にあった子ども
さんの将来のこと、親や御親
族の方のことを考えるといた
は、ご都合のつく 範囲で
かまいませんので 、午後
２時半頃からの下 校時間

事件が起きないように大人の
みなさんが子どもを見守る体
制を作りたいと思います。

で目的もなく徘徊 してい
たりすることを見 かけた
ら自動車のナンバ ーや服

赤間公民館（コミュ二ティ事

た ま れな い気 持ち にな りま
す。
この事件を重視し、コミュ

また、
警察署の方からも
「特
に児童を中心とした子どもの
安全を確保するための取組み

装などの特徴をよ く確認
して１１０番に通 報して
ください。
４、学校、家庭にお ける十

ニティ協議会でも役員会で緊
帯に、パトロール 時間を
急 議 題に して 協議 して いま
お願いしたい。
す。
３、不審な人物や自 動車を
地 域 で住 民の みな さん が
私たちの地域でこのような
見かけたとき１１ ０番に 事件に 関心 を持 ち、 お互い

について」という文書が送付
されてきました。
この中で、
１、おかえり、気を つけて

壇
花
民
市

おまたせしました！

日 曜

行

長い間更新されずに皆様には大変ご迷惑を
おかけしました。下記アドレスでリニュー
アルオープンしました。

事

1

日 元旦

2

月

3

火

4

水

5

木 コミュニティ事務局 仕事初め

6

金

7

土

8

日

9

月 成人の日

コミュニティ事務局

http://www.jbeen.com/~wawawa/

お休み

「人が活き生き

地域が元気」

介護予防の重要性を感じました

10 火 赤間小学校・城山中学校 ３学期始業式
11 水
12 木

１１月２９日（火）、健康福祉部会は福津市の
「九電ケアタウン」と宗像市用山の「特別
養護老人ホームむなかた」へ視察研修に行
ってきました。

13 金

十一月十七日の
「あかまな
かよしサロン」は十二組の
親子が集まりました。
次回は一月十九日です。

あかまなかよしサロン

14 土
15 日
16 月
17 火

時間 10：00～12：00
場所 赤間公民館 大広間
暖かいお部屋で楽しく遊ん で、
お友達を作りませんか？

18 水 第８回

健康福祉部会

19 木 あかまなかよしサロン（青少年育成部会）
20 金
21 土
22 日
23 月

12 月 18 日（日）
13：00～15：30
赤間病院 1 階

24 火
25 水
26 木
27 金
28 土

コミュニティ事務局の年末年始
のお休みは１２月２７日から１

無料健康チェック

月４日までとなります。来年は
１月５日からです。よろしくお
願いいたします。

ステージ
イベント

豚汁・ぜんざいの
無料サービス

29 日
スタンプ
ラリー

30 月
31 火
－３－

チャリティバザー

消費者センターからの

相

談

アドバイス

① 『水質検査します』と訪問し
てきた業者が、水道水をビンに取
り、試薬を入れたところピンク色

水道水に試薬を入れると、試薬の種類によって、
水が黄色やピンク色になります。これは薬が水道
水の中の塩素に反応するためで、異常なことでは

になった。『このままでは体に悪
い』と高額な浄水器を勧められ契
約した。

ありません。また、長く使用していない蛇口から
は、鉄サビ色の水が出ることもよくあることです。
活水器がサビを防ぐという根拠も定かではありま

（２０歳

大学生

女性）

② 給水管清掃に訪れた業者が、
清掃後の汚れた水を見せて、『こ
のままではサビで管に穴が開き、
床下が水浸しになる』『活水器を
付けるとサビが防げる』と言われ

せん。その場ですぐ契約はせず、おかしいと思っ
たら、まず消費者センターにお問い合わせくださ
い。訪問販売の場合、もし契約してしまっても、
８日間はクーリングオフ（無条件解除）できます。
まあ！？

こ ん な に濁 っ て
いますよ！！

宗像消費者センター

高額な活水器を契約した。
（７５歳 独り暮らしの男性）

《材 料》（４人分）
キャベツ
240ｇ
ロースハム
4枚
海老（冷凍）
中4尾
キュウリ
40ｇ（1/2 本）
新生姜
24ｇ
【合せ酢】
酢
60ｃｃ
薄口しょうゆ 小さじ強（14ｇ）
赤唐辛子
1 本分
砂糖
小さじ 2 弱（18ｇ）

ＴＥＬ 33-5454
ＦＡＸ 33-5469

《作 り 方》
① 合せ酢を作ります。
② キャベツは茹で水をきり、茎の硬い部分はそぎ取り、す
ぐ①へ漬けます。
③ 海老は背わたを取り、酒を加えて茹で、殻を取り、背よ
り 2 つに割り①へ漬けます。
④ 新生姜は針生姜に切り、水にさらしたあと、水をきる。
⑤ バット等平らな器にキャベツ、ハム、針生姜、薄きりキュ
ウリを交互に重ね、最後にキュウリ、海老で飾り、ラップ
で押さえ、落ち着いたら人数分に切り分けます。

編集後記

今年もあと
わずかとなりました。
この前、年が明けたばかり
と思った のに ･･･
年々 、月日の
経 つ の が 早 く 感 じ る よ うに な
りました。
赤間の「アー人の旅」や世代
交 流 事 業 の 竹 馬 作 り や しめ 縄
作りの取材（来年に掲載予定）
に出かけて行って、懐かしいも
のに癒されてきました。これも
年 を と っ た 証 拠 か な ？ 短く 感
じる時間を大事にしたいもの
です。皆様、良いお年をお
迎えください。

コミュニティ事務局

－４－

（健康福祉部会
おせち料理
の一品にい
かが？

食生活改善推進会）

