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ひとこと・・・ 
  朝・夕の風が心地よい季節になり、夜の寝苦しさから解放され、ぐっすりと眠れるようになりましたね。 
 明け方には、寒くてタオルケットに包まって寝ている事が多くなりました。寒暖差で、体調を崩されない

ように気を付けて下さい。 
  夏から秋へ、季節が変わる今の時期、気を付けなければいけないのかもしれません。食べ物や、運動、

睡眠・・・、バランス良く健康でいきたいものですね。  
★協議会、広報へのご意見、ご感想、また地域の情報をお寄せ下さい。  
                          水洗校区コミュニティ協議会 井口 由吏 

 

                    
                                                   
                             

                              

                              ☆   開所時間 ☆  

                          ９時００分～１２時００分／ 

                                 １３時００分～１７時３０分 
                                

   ※ 時間内でも外出している場合があります 
                              お休み：土・日・祝                               

                       
≪仕事の都合で開所日、開所時間や昼休みの時間が変わる事もあります≫ 

  
     

 
 

８月２０日（日）、水洗小学校グラウンドで「筑後市一斉ラジオ体操」が行われ、水洗小学校の子ど

も達・先生方・保護者の皆さん、水洗校区内の地域の皆さんが多く参加されました。短時間ではあり

ましたが、青空の元、元気いっぱいに体操ができました。 

 グラウンドいっぱいの参加者で賑やかになり、水洗校区コミュニティ協議会の近本会長のあいさつ

の後、みなさんの前でラジオ体操をしていただいた方は、志行政区にお住まいで「１級ラジオ体操指

導士」の鶴原博明さんです。 

 少し涼しくなった朝、グラウンドいっぱいに広がってきれいに揃った体操を見ていると、清々しい

気持ちになりました。毎年行われますので、来年も多くの方のご参加をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ラジオ体操終了後、水洗小学校の愛校作業が行われ、親子での学校の清掃が行われました。コミュ

ニティ協議会では、学校の敷地内に設置している「防災倉庫」周辺の草刈りやフェンスに絡まった朝

顔や草取りを役員さんに行っていただきました。 
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鶴原さんの体操をよく見ながら

正しい体操を体験しました。 子ども達から大人の方まで揃って

の体操は気持ちがいいものです 

伸び放題の草をきれい

に刈り取りました。  

グラウンドに草が大量発生！ 
保護者の方と子ども達で 
作業中です。 

エンジョイ広場「モールアート教室」　９時～ 水洗小学校図工室

筑後市戦没者追悼式　１０時～ サザンクス筑後小ホール

船小屋　高齢者福祉大会　 船小屋公民館

津島西　高齢者福祉大会　 津島西生活改善センター

尾島　高齢者福祉大会　　 尾島公民館

津島東　高齢者福祉大会　 津島東公民館

津島東よど祭り、子ども相撲大会 津島東八幡神社

志　秋季総会 志公民館

ちっご祭り　地域対抗イベント　１０時１５分～ 市民の森　芝生広場

25日 （月） 子育てサロン「ゲーム大会」　１０時～ 船小屋公民館

30日 （土） エンジョイ広場「けん玉教室」　９時～ 水洗小学校体育館

ニコニコデー（船小屋行政区）　１０時～１２時 船小屋公民館

南部出張所「そば打ち体験」１０時～１２時３０分 志公民館

４日 （水） 第33回役員会　１９時～ 協議会事務所

７日 （土） エンジョイ広場「バドミントン教室」　９時～ 水洗小学校体育館

9日 （月・祝） 船小屋行政区　グラウンドゴルフ大会 筑後広域公園

２１日 （土） エンジョイ広場「グラウンドゴルフ教室」　９時～ 筑後広域公園（案内所北側）

20日 （金） 水洗校区献血　10時～11時30分 水洗小学校

志　宮座 志天満宮

津島西ディサービス 津島西生活改善センター

23日 （月） 子育てサロン「公園に行こう」　１０時～ 筑後広域公園

（日）

～

（金・祝）

１７日 （日）

１８日 （月・祝）

23日 （土・祝）

9月16日 （土）

２２日 （日）

１０月２９日

～

１１月３日

志行政区　通学合宿 志公民館

10月3日 （火）
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                     以前にもお知らせしていましたが、再度 

掲載させて頂きます。 

                     水洗校区コミュニティ協議会は、自主はな防災を立ち

上げ防災備品を備えております。購入した備品ですが、

災害時に使うだけでなく、校区内の各種団体で活用して

いただこうと、各行政区の公民館に一覧表を掲示させて

いただいています。（左の写真） 

                     ご利用になりたい団体の方は、コミュニティ協議会事

務所にお問い合わせ下さい。貸出・返却・お問い合わせ

については平日９時～１７時３０分の間にお願いしま

す。よろしくお願いします。 

                           
                                      

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

９月２３日（土）、１０時１５分から 

の地域対抗イベントに「水洗校区コミ 

ュニティ協議会（水洗ひな丸）」で出場 

します！ 

 お祭り会場に行かれる際は、是非応 

援をよろしくお願いします。 

 

 

 

        
 

 

                                            

                                

                                  
                                 
                                

                                

                                

             
【議題】 
１. 古川コミュニティ協議会様との協議（踏切交差点） 
２. 校区コミュニティ会長・事務局長会議について 
３. グラウンドゴルフ（11/18（土））実施について 
４. 「高齢者地域活動支援補助金」の 

活用について（継続） 
５．ちっご祭り（9/23（土））への参加について 
６. 水洗校区コミュニティ協議会に残された課題（継続）  
７. その他 
８. 事務局より（広報紙９月１５日号原案 等） 
９. 次回役員会  
 ～次回役員会 １０月４日（水）～   

９月６日（水） 

 ８月２８日（月）、船小屋公民館において子育てサロンが 

行われました。お子さんとお母さんが参加されました。 

 今回は、「出前健康講座（食育について）」のテーマで、筑 

後市役所健康づくり課の吉田さんにお話しをしていただきま 

した。年齢に合わせた食事の量、食べ物の形態、野菜の栄養 

についてなど、大人にも参考になるようなお話しでした。 

 お話しの中で、飲料水（ジュース等）の中に含まれる「糖 

分」の量が、思っていたよりも多くてびっくりしました。お 

子さんは当然ですが、大人の方も考えて飲まないと・・・、飲み過ぎ 

は体に良くありませんね。皆さんも、気をつけましょう。 

 次回は、９月２５日（月）「ゲーム大会」を予定しています。 

 

 ９月２日（土）、尾島天満神社で「尾島行政区秋祭り」 

が行われました。 

 行政区内外から多くの方がお越しになり、子ども神輿・ 

総踊りが行われた後、子ども達のよさこい踊りやカラオ 

ケ、踊りで盛り上がりました。途中の踊りでは、高齢者 

の方も元気に参加され賑やかなお祭りになりました。 

 最後には恒例の抽選会があり、係りの方が名前を呼ば 

れる度に、歓声があがり楽しい秋祭りになりました。 

  

 

 

 

 

 ９月３日（日）、PTA資源ごみ回収が行われました。 

資源ごみ回収の資金は、子ども達の学習プリント用の冊子や

図書館の本、6年生の卒業記念樹の購入に充てられています。 
 校区内の皆さん、ご協力ありがとうございました。今後もよ

ろしくお願いします。 

 次回は、１２月３日（日）に予定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 月 12 日（火）８時３０分より、船小屋行政区にあります若宮

神社で「よど祭り」が行われました。 

 近年、子ども達が少なくなり、昔のような子ども相撲大会など出

来なくなったそうですが、地域のみなさんの 

努力によって、厳しい状況の中でも伝統が続 

いている事は嬉しいことですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 津島西行政区にあります「光明寺」では、

33 年に一度のご開帳記念事業が行われま

すのでお知らせいたします。 
 

日にち：10月 7日（土）～9日（月・祝） 

時 間：9時～16時 

場 所：光明寺≪筑後市大字津島（今寺） 

             807番地≫ 
 

主な行事として、稚児行列（10時～10

時 30 分）やご開帳法要（12 時～12 時

15分）が行われます。 

 

 光明寺は、筑後市内で一番古く、約

1280年の歴史があります。 

 

日にち：10月 20日（金） 

時 間：10時～11時 30分 

場 所：水洗小学校 

 

当日は、１３時３０分～１６時

「筑後市役所 駐車場」でも行

われます。 

      

 

 

 

 

 

 

子ども達の担ぐ神輿が境内を回り、

お祭りが始まりました。 

１本の飲料水の中に含まれ

る糖分の量だそうです。  


