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新型コロナウィルス感染症対策にかかる
コミュニティセンターの臨時休館について
日吉校区まちづくり振興会
会長 山村剛尚
市内 46 校区のコミュニティセンターは
令和 2 年 5 月 6 日（水）（ＧＷ終了）まで
を基本に臨時休館を継続します。
地域の皆様には、日頃より校区コミュニティの
運営、活動にご支援ご協力を賜り、心より感謝申
し上げます。
久留米市の方針を踏まえ、感染症拡大防止の観
点から、3 月 7 日（土）～3 月 31 日（火）を
臨時休館とさせていただきましたが、コミュニテ
ィセンターは日常的に不特定多数の人の出入り
や人の密集した行事が多いこと、感染による重症
化のリスクが高いといわれている高齢者の利用
が多いことなどの諸事情や、現在新型コロナウィ
ルス感染症についての社会状況を踏まえ、臨時休
館を上記の期間で延期することと致しました。
また、新型コロナウィルス感染症に関する状況
は、日々刻々と変わっていることから、更なる対
応や対応内容の変更等が必要になる可能性もあ
ります。地域の皆様には、大変ご不便、ご迷惑を
おかけしておりますが、ご理解ご協力の程、どう
ぞよろしくお願い申し上げます。
日本のみならず地球規模で感染拡大しており、
予断を許さない状況ですが、皆様におかれまして
は「自分の命は自分で守る姿勢」で、健康な日々
を過ごしていただきたいと思います。
尚、ご不明な点等は、下記問合せ先までご連絡
ください。
記
【コミセン事務局体制】
事務局員は出勤しています。
何かありましたらお尋ねください。
開館：月曜日～金曜日（土日・祝日休館）
9：00～17：00
【お問合せ先】
日吉校区コミュニティセンター事務局
TEL:0942-33-4531

TEL ３３－４５３１
FAX ３３－４５３９
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（令和２．３．１現在）

ご卒業おめでとうございます！

“98 名元気に巣立つ！”

３月 17 日（火）

桜の開花も間近の佳き日に、令和元年度日吉小
学校卒業式が執り行われました。
今年度はコロナ感染拡大防止のため、30 分で
終了する卒業式となりました。卒業証書は各ク
ラスの代表に授与され、「卒業の詩」は 1 組か
ら 3 組まで卒業生全員での迫力ある大合唱と
なり、会場は感動の渦に包まれました。
校長の伏貫先生の式辞の中で、“このような状
況のなかでも卒業式が実施できたことの感謝、
育ててくれた保護者や周り
の方々への感謝、この感謝
の気持ちを大切に、次のス
テップへと成長して欲し
い“と卒業生に伝えられま
した。

日吉校区コミュニティセンター
臨時休館のお知らせ
令和 2 年 5 月 6 日（水）（ＧＷ終了）まで
（臨時休館の期間につきましては、更なる対応
や変更等が生じる場合もあります。）
＊新型コロナウィルス感染拡大を防ぐために

「ノー3 密」3 つの密を避けて行動を！
① 換気の悪い密閉空間
② 多くの人の密集する場所
③近距離での密接した会話
※換気が悪く、人が密に集まって過ごすような
空間に集団で集まることを避けてください。

新自治委員さんへのお知らせとお願い

＊＊交通安全協会よりお知らせ＊＊

日吉校区自治会連絡協議会

校区では、住民組織の委員に自治委員の方々を
お願いし、地域社会活動のお世話をお願いしてい
ます。つきましては、今年度新しく自治委員にな
られた方々には次のお手伝いをお願い致します。
★校区運営費を徴収し振興会事務局（日吉校区コ
ミュニティセンター内）へ納付してください。
※１世帯 １ヶ月 ４００円です。
地域により加算分がある場合があります。
（マンション管理組合等で振興会預金に一括振
込をされる場合は除きます。）
★住民活動に関する広報誌等の回覧・配布をお願
いします。 振興会事務局 ３３－４５３１

「社会を明るくする運動」について
日吉校区更生保護女性会

会長

村田佐代子

今年度で更生保護制度は、70 周年を迎えました。
日吉校区更生保護女性会は、2 月 21 日（金）に日吉
校区コミュニティセンターにて、篠山校区更生保護女
性会と合同で、福岡県保護司会会長の吉田帰命氏を迎
え記念講演会を開催しました。
「更生保護」とは、非行や犯罪に陥った人たちが、
再び社会の一員として、立ち直るのを助けようという
制度です。 私たちは、関連団体とネットワークを組
みながら、更生保護への理解と協力を得るための運動
を展開しています。立ち直りの支援とともに、次世代
を担う青少年の健全育成活動も含め、明るい社会作り
に貢献できるよう頑張っています。 皆様のご理解、
ご協力のほど、どうぞよろしくお願い致します。
更生保護女性会の活動とは・・・
1.女性の持つあたたかさ細やかさを生かした活動です
2.住んでいる地域を単位に、日本中で行われている
活動です
3.だれでも心の中にある善意をもって、自分なりの
創意と工夫で活動します

日吉校区マスターズゴルフクラブ
会員を募集します！
代表 木村 修一
（振興会保健体育部部長）

本格的なレッスンとは違い、「ゴルフを楽しむ」
ことが目的。健康作り、友だち作りや出会いの場
として、今年度 4 月 1 日に創部いたしました。
気負わずカジュアルにゴルフを楽しみましょ
う！ 興味のある方は、ぜひご連絡ください。
※日吉校区マスターズゴルフクラブ大会を年間
３回（7 月、11 月、3 月）予定しています。
場所：ＢＳカンツリー倶楽部、小郡カンツリー
佐賀カントリー倶楽部
連絡先：振興会事務局

33-4531

交通安全協会日吉支部長
佐田 雄司

春の交通安全県民運動のお知らせ
4 月 6 日（月）～4 月 15 日（水）10 日間
交通事故死ゼロを目指す日：4 月 10 日（金）
《運動の重点項目》
1.子どもを始めとする歩行者の安全の確保
（取り締まりが強化されています）
2.高齢運転者等の安全運転の励行
3.自転車の安全利用の推進
現在「コロナウイルス」の影響で休校や春休み
の学校も多く、予想しない時間帯・場所での子
どもの事故に注意が必要です。

令和２年度

監査及び総会予定日について

例年この時期に、振興会はじめ各団体の定期
総会を開催しておりますが、今後の新型コロナ
ウイルスの感染拡大の状況によっては、書面会
議及び書面議決を行う場合も充分に考えられ
ますので、趣旨をご理解いただき、ご協力いた
だきますようよろしくお願い致します。
※下記の日程は、当初の予定です。

変更の可能性がありますので、詳細が決まり
次第、団体毎にご連絡させていただきます。
よろしくお取り計らいください。

女性の会
ＨＫＡ
土曜くらぶ
ＨＳＫ
更生保護女性会
人権協
振興会
社協
青少協
環衛連
施設開放

<監 査>
４月 ９日
４月１０日
４月１４日
４月１７日
４月２０日
４月２３日
４月２８日
４月２８日
４月２８日
４月２８日
５月 ７日

<総 会>
４月２３日
４月１８日
４月２２日
４月２５日
４月３０日
５月１５日
５月２６日
５月 ８日
５月１８日
５月２２日
５月１１日

【日吉ねんりんクラブ通信】
老人クラブ会長
令和 2 年度

熊本 健治

総会延期のお知らせ

例年 4 月に開催をしておりましたが
延期とさせていただきます。
＊グラウンドゴルフ、ペタンク、ダーツは
当分の間中止します
＊予定が決まり次第、追ってご連絡致します。

