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令和４年度 主な校区事業

令和４年度 南風校区運営委員会

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

南風コミセン ホームページ

（敬称略）

（予定は変更になることがあります）

所　属 氏  名

運営委員 南風小学校PTA会長 郷原　真一

運営委員 前原中学校PTA 南風校区代表 辻　友紀

運営委員 前原西中学校PTA 南風校区代表 菊竹　朗子

運営委員 南風小学校校長 廣渡　一郎

運営委員 南風コミュニティセンター センター長 坂口　恵一

運営委員 社会教育委員 久我　智美

運営委員 民生児童委員 古瀬　美佐子

運営委員 人権擁護委員 三苫　純子

運営委員 防犯指導員 山元　正俊

運営委員 交通安全協会南風支部長 今井　秀雄

運営委員 消防団　前原分団長 吉村　幸司

運営委員 スポーツ少年団代表 渋谷　栄一

月　　日 事　業　名 主　管 場　所

5月29日 スポーツイン南風 南風小学校 南風小学校

6月11日 自主防災組織ブラッシュアップ研修 防災委員会 南風コミセン

6月25・26日 ビーチボールバレー大会 体育委員会 南風小学校

7月3日 人権講演会(同和問題啓発強調月間) 市同協南風支部 南風コミセン

8月20日 南風ふれあい夏祭り 夏祭り委員会 南風小学校

9月17日 校区防災 避難所運営ゲーム(HUG) 防災委員会 南風コミセン

9月18日 ソフトボール大会 体育委員会 曽根運動場

10月22日 校区防災　避難所運営訓練　 防災委員会 南風小学校

10月30日 第18回南風音楽祭 音楽祭委員会 南風コミセン

11月5日 南風校区文化祭 文化委員会・南風小学校 南風小学校

12月4日 人権映画祭・人権標語表彰式 市同協南風支部 南風コミセン

所　属 氏  名

会　　　長 南風台8丁目行政区長 秋吉　完治

副 会 長 南風台3丁目行政区長 寺本　久雄

副 会 長 南風台4丁目行政区長 山本　高義

会　　　計 荻浦行政区長 渋谷　栄一

事務局長 美咲が丘西行政区長 岡元　博

運営委員 多久行政区長 尾﨑　廣

運営委員 南風台1･2丁目行政区長 鶴久　智三

運営委員 南風台5丁目行政区長 野涯　卓也

運営委員 南風台6･7丁目行政区長 中野　実佐緒

運営委員 美咲が丘東行政区長 田邊　宣一

運営委員 共創プラン推進委員会委員長 柴田　卓

運営委員 体育委員長 江里口　哲

運営委員 文化委員長 佐野　勝志

運営委員 夏祭り委員長 松尾　考剛

運営委員 音楽祭委員長 赤崎　雅子

運営委員 校区青少年育成指導員会長（区長） 田邊　宣一

運営委員 校区子ども会育成会連絡協議会長 池田　照夫

運営委員 人権・同和教育推進協議会南風支部長 岡元　博

運営委員 校区社会福祉協議会長 中野　実佐緒

運営委員 校区シニアクラブ連合会長 南條　博

監　　　査 元運営委員 古藤　昭男

監　　　査 元運営委員 佐藤　いずみ

日 曜 時間 内　　容

5/13 金 10:00～ 0歳からのお話し会（そよ風文庫）

14 土 10:00～ 市同協南風支部 総会、推進会議

18 水 10:00～ PCサロン

19 木 15:00～ 区長会

29 日 — スポーツイン南風

6/10 金 19:00～ 青色パトロールカー(青パト)講習会

11 土 10:00～ 自主防災組織ブラッシュアップ研修



　　　　

　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　 　　　　　

　　  　

　　　

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

◎日 時：６月10日（金）

19：00～21：00(予定）

◎場 所：南風コミュニティセンター

２階 大研修室

◎対象者：更新予定者、新任青少年育成指導員

校子連、南風小PTA、区長会
南風校区民のみなさん

「青色パトロールカー（青パト）講習会」

開催のお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

中止や延期の可能性があります。

昨年度の講習会のようす

コミセン主催講座 コミュニティ カレッジ

「南風パソコンサロン」

◆ 日時：毎月第３水曜日10：00～11：30

※5月は18日、6月は15日です

◆ 講 師：田邊 宣一さん

♦ 場 所 : 南風ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

１階 会議室

♦持ち物：パソコン、スマホ、
タブレットなど

♦お申込み：不要（どなたでも受講できます）

※お問合せ先：南風ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ ℡ 322-9656

パソコン、スマートフォン、タブレットなど使い方がわからなくて

困ったことはありませんか？質問にお答えします。お気軽にご

参加ください。申込不要・参加費無料です。

※詳しい内容と申込書は、6月1日の全戸配布でお届けします

「自主防災組織ブラッシュアップ研修」

～車中泊避難について～ 開催のお知らせ

南風多久川ホタルの里で「源氏ボタル」を鑑賞しませんか

車中泊は推奨された方法ではありません。しかし、まさか

の時のために、❝車中泊による分散避難❞にひそむリスクと

それを防ぐ対策について学びましょう！

Ｗithコロナの社会生活を余儀なくされている中、被災し

た際に車中泊を選ぶことになったら、その時あなたは…

◎日 時：６月11日(土) 10：00～

◎場 所：南風ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ ２階 大研修室

◎講 師：一般社団法人九州防災パートナーズ

代表理事 藤澤 健児 さん

◎演 題：車中泊避難の課題とその対策

◎対象者：南風校区のみなさん、

どなたでもご参加ください

◎参加申込方法について

行政区長にお申込みください。新型コロナの状況によって

は、想定人数を超え、参加ご希望に添えない場合もあり

ます。お早めにお申し込みください。

※お問合せ先：南風ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ ℡322-9656

◎乱舞時期 ： ５月15日（日）～６月10日（金）

午後８：00～9：00（1時間程度）

◎場 所 ： 多久川立屋敷橋の西側（ビニールハウス横）
（高峯用水路～三丁分け用水路 約５００m）

◎注意事項
１）車の乗り入れは、ご遠慮願います。
２）公募による鑑賞会については、今後は終了とします。

お問い合せ先：南風コミュニティセンター ℡092-322-9656

りりしい青パトの姿、
パトロールに行ってきます！


