11月18日 （土） 水洗校区グラウンドゴルフ大会
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まかない飯グランプリ
筑後広域公園
第４回 市町村対抗「福岡駅伝」
志ディサービス

志公民館

津島東ディサービス

津島東公民館

水洗校区コミュニティ協議会 第３３号

26日 （日）
27日 （月） 子育てサロン「おはなし会」

１０時～１２時

船小屋公民館

12月1日 （金） 屋須田神社霊祭（火の神様）

若宮神社

２日 （土） エンジョイ広場「年賀状作り教室」
3日 （日） 水洗小学校ＰＴＡ資源ごみ回収
5日 （火） ニコニコデー（船小屋行政区）
あいさつ運動

９時～

水洗小学校パソコン教室

雨天時：２ 月４ 日 水洗小学校グラウンド
１０時～１２時

船小屋公民館

７時30分～

水洗小学校

6日 （水）
第３５回役員会

１8時～

協議会事務所

16日 （土） エンジョイ広場「しめ縄教室」

９時～

水洗小学校体育館

１７日 （日） 津島西ディサービス

筑後市総合福祉センター

１８日 （月） 子育てサロン「クリスマス会」
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１０時～１２時

船小屋公民館

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
（お正月休み：12 月 29 日～1 月 8 日）

≪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
ひとこと・・・
気が付けば、今年も残り１ヶ月と少し。１０月初旬までは季節外れの暑さに驚きましたが、約１ヶ月で
朝晩の寒さが一気にやってきました。羽織る物が、１枚ずつ増えていきます。椅子に座れば、ひざ掛けは
必需品です。みなさん、風邪を引かないように、寒さに負けない体力をつけましょう！！
軽い運動やウォーキングなど、体を動かしましょう。うがい、手洗いもお忘れなく・・・。

★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
４

１１月５日（日）
、矢部川沿いの行政区で矢部川河川美化「ノーポ
イ運動」が行われました。校区内美化活動の一環として、今年度よ
り、今までお知らせしていなかった尾島・志行政区のみなさんにも
回覧で参加のお願いをさせていただきました。
今年は、津島西行政区「生活改善センター」で開会式が行われ、
国土交通省筑後川河川事務所副所長、市役所水路課課長、筑後市環
境衛生協議会会長よりごあいさつをいただきました。市役所からは
水路課をはじめ多くの職員の方々、環境美化巡視員のみなさん、行
ごみの量は減っているよ
うです。嬉しい事です。
政区からはお子さんから高齢者の方まで、その他にも多くのみなさ
んに参加していただきました。
この日は、水洗校区内で船小屋行政区・津島東行政区でも実
ごみの回収、お疲れ様でした。
施されました。
矢部川の河川敷や土手を、手分けして回収を行っていただき、
大変きれいになりました。地域の方から、
「今までよりごみが減
っている」との声が聞かれ、みなさんの意識の高さがこのよう
な形で現れたと、嬉しく思いました。
毎年、１１月の第１日曜日に「ノーポイ運動」が行われます。
今後もご協力よろしくお願いします。

井口 由吏

１１月５日（日）、サザンクス筑後小ホールにおいて、青少年健全育成のための意見発表会が行われ
ました。
立派な発表でした
小学生が『伝記を読んで思うこと』～偉人の生き方に触れ、将
来の夢を持とう～、中学生が『筑後市の未来と私』というテーマ
で、市内小中学校から 14 名のみなさんが発表しました。
水洗小学校からは、大石優さん（５年生）が「あきらめない心
を持ったナイチンゲール」という題名で発表しました。大石さん
は、ナイチンゲールと自分の行動の違い見つけ、あきらめない心
と勇気ある正しい行動に感銘を受け、ありがとうと感謝の気持ち
を持ち、将来人の為になる仕事につきたい、としっかりと自分の
思いを伝えた素晴らしい発表でした。

日

時：平成２９年１１月１８日（土）午前９時～

場

所：水洗小学校グラウンド
※ 雨天の場合は、体育館で室内ペタンク大会に変更になります

選手は、各行政区で
募ってもらっています。

当日は、気温が低く寒さが予想されます。防寒対策をお願いします！！
１

１０月２３日（月）
、いつもの船小屋公民館を飛び出し、
「冬に
１０月２９日（日）～１１月
向けての体作り」ということで筑後広域公園にて行われ、６組の
３日（祝）の日程で、志行政区
親子が参加されました。
通学合宿が行われ、１年生から
台風の影響で風が少し強かっ
６年生までの１７名が参加しま
たですが、日が差して暖かい中
した。
公園内のどんぐりを拾ったり、
この通学合宿は、地域のみな
さんと、保護者の方の協力の元、 紙飛行機を飛ばしたりして遊び
ました。
共同生活での基本的な生活体験
その後は、建物の中でおやつ
をすることで、自主性・社会性
をみんなで食べて、楽しそうな
を養い、連帯意識の向上をめざ
お子さん方の顔が印象的でした。 どんぐり、いっぱいあったね
す目的で行われています。
次回の開催：１１月２７日（月）
「おはなし会」予定
自分達で立てた献立で楽しそ
うに調理し、美味そうに頬張り
ながら食べていた顔が印象的で、成長した子ども
達の姿がたくましく見えました。
１０月９日（祝）
、県南公園グラウンドにて、
この様子は、西日本新聞（11 月 2 日）でも掲載
市議大藪健介様、船小屋駐在所松岡由展様を来
されました。
賓に迎え、子どもから大人の方まで約３５名の
参加で楽しくプレイしました。
競技終了後、公民館にて昼食を食べながら成
績発表があり、優勝した中川謙一さんをはじめ、
子ども達はたくさんのお菓子にニコニコ顔、大
人の方も各賞や参加賞をいただき、楽しい１日
でした。
みんなで食べると美味しいね！

１０月２１日「グラウンドゴルフ（室内ペタンク）教室」
（１１名）
、１１月４日「郷土料理教室（志
行政区のおばちゃん達）」（３９名）に、子ども達が元気に参加しました。
室内ペタンク教室

美味しそうだね。

郷土料理教室

志のおばちゃん方、
ありがとうございました。
みたらし団子
天候の関係で室内ペタンク
を体育館で行いました。

400ｍリレー ３位

梅ヶ枝餅

１０月１４日（土）、羽犬塚中
学校グラウンドにおいて、スポー
ツフェスティバル「子ども会」陸
上競技・綱引き大会が行われ、水
洗校区の子ども会から多くのお
子さん方が参加されました。
その中で、男女混合綱引きで
「水洗ミラクル」が準優勝、男
子 400ｍリレーで「水洗ジャガ
ー
―ズ」が３位とい
う
う好成績を収め
ま
ました。今回、残
念
念ながら入賞出
来なかった
来なかったお子
さん達も
さん達も一生懸
命
命頑張りました。

１０月３日（火）
、志公民館にて
「そば打ち体験」が行われました。
広川町にあります水車そば「さか
せ」の永野住男さんを講師に迎え、
グループごとに協力しなんとかそ
ばに・・。最後は、自分達で打った
そばを美味しくいただきました。

綱引き 準優勝

９月１１日（月）、7 時 30 分～8 時 15 分の４５分間、古川校区コミュニティ協議会の役員さん
と水洗校区コミュニティ協議会と一緒に、水田二号踏切付近交差点の調査を行いました。
ここは、特に筑後中学校の生徒達が通学に使う主要道路ですが、残念ながら信号や横断歩道が無
い状況でとても危険な場所です。調査した時間帯でも、車の行き来が５００台以上もあり、生徒達
が怖い思いをしながら、なかなか渡れない状況も見受けられました。
今後、この状況が改善されるように二つのコミュニティ協議会で協力をして、関係各部署と話し
合いをしていきたいと思います。
九州新幹線
筑後中学校前

上北島

㊫ 筑後中

尾島
721 号線

209 号線

12 月３日（日）に水洗小学校
ＰＴＡ資源ごみ回収が予定されてい
ます。
雨天の場合は、来年 2 月４日（日）
に延期になります。
水洗校区の皆様方のご協力をお願
いします。なお、資源ごみ回収のお
しらせのチラシが全世帯
に配布されます。

水田

１１月１日（水）
【議題】
１. 水田二号踏切付近の交差点（通学路）について経過報告
２. グラウンドゴルフ（健康・福祉部会事業）
実施要綱について確認
３. バスハイク（全体事業）行き先（案）について
４. ２９年度防災訓練について 内容など
５．２９年度運営委員会の実施について
６．事務局より（広報紙１１月１５日号原案）
７．その他

尾島中町

常用
JR 九州

鶴田

この交差点です
２

ご協力を
お願いします

～次回役員会
３

１２月６日（水）～

