
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

386号 
令和 4 年 11 月 1 日 

岬地区コミュニティ 

運営協議会 

宗像市鐘崎 776-4 

TEL 0940-62-2656 

 FAX 0940-62-2701 

<岬地区の人口> 

世帯： 856世帯（－4) 

男性： 901人  （－1） 

女性： 979人  （－3） 

合計：1,880人  （－4） 

（9月末現在） 

 

ホットニュース みあれ祭陸上神幸に参加して 

 
10月１日の陸上神幸に参加しました。秋晴れのさわやかな海風にのって、御座船と御供船によって沖ノ

島、大島に鎮座されている、沖津宮の田心姫神（タゴリヒメノカミ）、中津宮（大島）の湍津姫神（タギツ

ヒメノカミ）の神輿が玄海コミセンに到着しました。陸上神幸は、玄海コミセンから宗像大社の辺津宮まで

の間で行われ、11時 30分に行列が出発しました。行列は、宗像大社の神主、神輿を担ぐ若者達、消防団、

玄海・玄海東・地島小学校、大島学園並びに 

玄海中学校の児童生徒、他世界遺産関係者、総勢 

約 300名で、子どもたちは狩衣（かりぎぬ）を着 

用し紅白ののぼりをたてて参加しました。参道に 

は多くの人が集まり行列を見守っていました。 

今年は好天に恵まれ、豊漁を予感させる行事 

になりました。     

文責 会長 原口 貢 

 花火 

綺麗でしたね！ 

10月 1日（土）、3年ぶりに通常どおり漁船団による海上パレードが開

催されました。また、夜には鐘崎漁港に大輪の花火が打ちあがりました。 

 

9月 17日（土）玄海東小学校運動会が開

催されました。 

台風接近に伴い天候が心配されました

が、子どもたちは、日ごろの練習の成果を

精一杯発揮しました。 

岬地区少年消防クラブ 

『防災探索』開催 

岬地区少年消防クラブは、岬地区在住の小学校 4年生から 6年生までで構成されています。 

10 月 9 日（日）、まちを探索して防

災を学ぶ「防災探索」を開催しました。 

当日は宗像市消防団 14 分団、宗像

地区消防本部、鐘崎駐在所、宗像市危

機管理課のみなさんの協力を得なが

ら、岬地区にある消火栓や防火水槽の

仕組みを教えていただき、実際に消防

車を使った消火訓練を行いました。そ

の後、コミセンにある防災用のテント

とトイレの組み立てを行い、岬地区に

どのような防災備品が備わっている

のかを確認しました。 

（日） 10：00～16：00場所：岬コミセン 

★参加した子どもの感想★ 

防災探索に参加してよかったです。マンホールの中を初めて見

たり、放水させてもらったり楽しかったです。災害があった時

のテント立てやトイレづくりなどの体験もできました。災害が

おきたら手伝おうと思いました。6年 林 風華（新荒樫） 

放水体験 

作品展示とインボディ測定を行います。ぜひご来場ください。 

インボディ(体成分分析装置)とは…筋肉量、脂肪量、基礎代謝などが測定できます。 

●第 5回役員会…10月 8日（土） 

①令和 4年度防災訓練…11月 9日（水）9：30～  ・役員のみで開催予定 

②岬地区文化祭…11月 27日（日） 

・作品展示…コミュニティ利用教室作品、市文化財係、玄海東小学校、玄海中学校、地元有志ほか 

・インボディ測定ブースの設置 

③どんど焼きについて…令和 5年 1月 14日（土）9：00 ・神事のみ開催 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月岬地区情報カレンダー は休館日 

日 曜 行 事 

1 火 

・コミュニティ四役会 9：30 

・寺子屋 

街頭指導 

2 水 ・地域包括支援センター出張相談会 

3 木 
文化の日 

・浜ゆうの会お弁当づくりと配布 

4 金  

5 土  

6 日 
分別収集 

・木屋瀬宿場まつり 

7 月  

8 火 

・放課後プレーパーク 

15：00～17：00※雨天中止 

・寺子屋 

・やさしいヨガ教室 

9 水  

10 木 街頭指導 

11 金  

12 土 
・コミュニティ役員会 9：30 

・泉福寺お十夜 

13 日 ・泉福寺お十夜 

14 月  

15 火 ・寺子屋 

16 水  

17 木  

18 金 ・広報編集委員会 14：00 

19 土  

20 日  

21 月 街頭指導 

22 火 
・寺子屋 

・やさしいヨガ教室 

23 水 
勤労感謝の日 

・織幡神社新穀感謝祭 

24 木  

25 金  

26 土  

27 日 ・岬地区文化祭 

28 月  

29 火 ・寺子屋 

30 水  

 

街頭指導当番…健康福祉部会 

作 玄海太郎 ＜みさき物語 5 ～織幡神社編③～>  

イカオ君 

さつき博士 

「織幡神社の主祭神（しゅさいじん）は、武内宿禰（たけのうち 

すくね）という方ですね。」「この神様がどうしてここに祀（まつ） 

られているのですか。」 

 

「言い伝えによると、武内宿禰主祭神は、度々佐屋形山を訪れ、 

その風光明媚（ふうこうめいび）を称（たた）えていたそうです。 

そして、『私が死を迎えたなら御霊（みたま）はこの地に鎮（しず） 

まりたい。そして、日本安寧（あんねい）の守護神となろう。』と 

申されたそうです。」 

 

「この地がとても大切な場所と思われたのですね。」 

 

「本殿の右手に、沓塚（くつづか）があります。 

ここは、武内主祭神が、沓（くつ）を残して昇天 

（しょうてん）された場所と言われていますよ。」 

  

「沓塚の石塔は、昇天された場所だったのですね。」 

 

「神社にお参りしたら、この場所にもぜひ行ってみてくださいね。」 

 

※風光明媚（ふうこうめいび）とは美しい風景のこと   

※沓（くつ）とは、はきもののこと 

※日本安寧（あんねい）とは日本の安全のこと 

※昇天（しょうてん）とは天にのぼること 

つづく 

 

【沓塚（くつづか）】 

 

イカオ君 

さつき博士 

イカオ君 

さつき博士         

コミュニティからお知らせ 

学習習慣を身につけましょう♪ 

★みさき寺子屋  毎週火曜日 15：00～17：00 

 
11月開催日：1日・8日・15日 22日・29日  場 所：岬コミセン 

問合せ先：岬コミュニティ（62）2656 

みなさんの参加を待っています♪   

介護保険サービス、認知症等についての 

★地域包括支援センター無料出張相談会  

 開催日：11月 2日 水曜日 10：00～12：00 

  場 所：岬コミセン   

＜問合せ先＞ 

玄海・池野・岬・大島地域包括支援センター（36）9001 

 

【アドバイス】 

低価格を強調したチラシをみて、排水管洗浄を依頼したところ高額な費

用を請求されるという手口の可能性があります。 

 なかには市役所からのお知らせと見間違うようなチラシもありますが、

市役所が委託した業者とは限りません。また小さな文字で書かれた条件な

どは必ず確認してください。本当に必要かどうか冷静に判断し、安さにつ

られて安易に依頼しないようにしましょう。 

 宗像市消費生活センター（33）5454 

 

排水管の洗浄トラブルに 

ご注意ください 
 【相談事例】          

排水管洗浄を勧めるチラシが入っていた。特に詰まりなどがあるわけで

はないが、依頼した方がいいのだろうか（70歳代男性） 

 

「玄海東ネット寺子屋」サポーター募集 

活動期間：令和 5年 1月 17日～令和 5年 3月 17日までの毎週火曜日 

時  間：15：15～16：00  場  所：玄海東小学校 

時  給：900円 

事前研修を予定しております。詳細はコミュニティまでお尋ねください。 

＜問合せ先＞ 岬コミュニティ事務局長 広橋英子 （62）2656 
11 月からごみの収集開始時間が 

変わります 
午前 7時３０分から収集開始  

令和 5年 2月 28日(火)まで 

問合せ先：宗像市環境課（36）1421 

玄海東ネット寺子屋では、タブレットを使って学習に取り組む 6年生を 

目守りしてくださるサポーターを募集します。 

学習内容はｅラーニングを活用しての自主学習です。 

※ｅラーニングとは…インターネットを利用して学ぶ学習形態 

 


