12月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」
22日 （金） 水洗小学校

１０時～１２時

2学期終業式

水洗小学校

28日 （木） 年末夜警
筑後市消防出初式

9時～
サザンクス筑後

新春・筑後市出発式
7日 （日） 筑後市成人式
（月・祝）

11時50分～

11時～

サザンクス筑後

ニコニコデー（船小屋行政区）

９日 （火） 水洗小学校

１０時～１２時

3学期始業式

10日 （水） 第36回役員会

水洗小学校

19時～

協議会事務所
尾島公民館

13日 （土） 左義長

水洗小学校グラウンド

9時～

雨天時：体育館でぜんざい会

20日 （土） エンジョイ広場「折り紙教室」

９時～

水洗小学校図工室

21日 （日） 津島西デイサービス

津島西生活改善センター

22日 （月） 子育てサロン「節分・豆まき」
30日 （火） あいさつ運動
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12日 （金） 尾島デイサービス
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船小屋公民館
筑後中学校

１１月１８日（土）、あいにくの天候で予定していた「グラウンドゴルフ大会」を「室内ペタンク大
会」に変更し、水洗小学校体育館にて開催しました。
行政区から６人をひとチームにし、４チームずつ出場（船小屋は３チーム）
、４つのコートに分かれ
各パート１位を目指し、子どもから高齢者の方まで体育館中に賑やかな声が響き渡りました。
各パート１位、４チームでじゃんけんをし、順位を決め、最後は抽選会で一喜一憂、大変盛り上が
って楽しい大会になりました。
昨年も、天候の関係で室内ペタンクを開催しましたので、多くの方が慣れた手つきでボールを転が
し、狙いを定めて得点を競いました。昨年は、初めての方が多かったので不安でしたが、終了後に「楽
しかった」
「またやってみたい」「デイサービスでも出来そう」と多くの声を聞かせてもらいましたの
で、今年も安心して開催することが出来ました。何より、健康・福祉部会のみなさんに、話し合いか
ら開催までの準備、当日も各行政区から実行委員・審判員・集計委員をはじめ多くのご協力により、
スムーズな運営が出来ました。
また、終了後には、参加者の多くのみなさんにも協力をしていただき、床に貼ったテープをきれい
に剥ぎ取り、更にモップ掛けまでしていただきました。本当にありがとうございました。
健康・福祉部会 庄山部会長の
あいさつで始まりました。
ラジオ体操１級指導士
の村上さんにあわせ
て、参加者全員でケガ
をしないようにしっか
り体操しました。
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27 ※ 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 5 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・・・
今年も残りわずか・・・。今年一年、日本中で色んな事がありました。福岡での悲しい出来事として、
７月の北部九州豪雨で朝倉・東峰・日田での災害が発生。多くの犠牲者がでて、今もなお大変な思いをさ
れている事。嬉しかった事は、ソフトバンクホークスが日本一になった事でしょうか。
来年はどんな年になるでしょうか？来年の干支「戌年」にちなみ、みなさんにとって「ワンダフル」な
一年になる事をお祈りします。今年も大変お世話になりました。来年もよろしくお願いします！！

室内ペタンク大会 結果
団体 １位

津島東B

団体 ２位

混成チームD

団体 ３位

船小屋C

団体 ３位

津島東A

選手も、審判員
も真剣です！

★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
メジャーで測ります。

４

１

じゃんけん、ポン！

１１月２７日（月）、船小屋公民館にて
子育てサロンが行われ、８組８名のお子さ
んとお母さん方が参加されました。この日
は、
「おはなし会」になっていましたが、
最初にクリスマスリースを作成、準備して
いただいた材料を好きなように飾りつけし、
親子で楽しまれ、お世話役の民生委員さん
方も楽しく作られていました。その後は、
お母さん方同士で楽しくお話し。お子さん
達もお友達とままごとセットで
楽しそうに遊んでいました。

１２月２日「年賀状作り教室」
（４６名）に、パソコン
教室に入りきれないほどの子ども達が元気に参加し、そ
れぞれ、自分の思うデザインが出来るよう一生懸命考え
て渾身の作品を作成しました。
上手に出来たね。
誰に出そうかな？

クリスマスリース、飾るのが楽しみですね

友達や兄弟・姉妹で、相談した
り、楽しそうにパソコンを操作し
て３枚印刷して持ち帰りました。
元水洗小学校平田教頭先生、坂
田教頭先生をはじめ、エンジョイ
担当の方、PTA・保護者のみなさ
ん、ありがとうございました。

ｔｋ

次回開催：１２月１８日（月）
「クリスマス会」

12 月３日（日）に水洗小学校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。

１１月１８日（土）
、水洗小学校体育館で
行われた「室内ペタンク大会」時に忘れ物が
ありました。
心当たりの方は、水洗校区コミュニティ
協議会までご連絡をお願いします。
なお、H３０年２月末までは事務所の方で
保管しておきますが、
ご連絡が無ければこ
ちらで処分させてい
ただきます。ご了承
下さい。
ペットボトルとケー
スです。ペットボトル
にはお水が入っていま
したが、お水は処分さ
せていただきました。

12 月 6 日（水）、水洗小学校にて
「あいさつ運動」が行われました。
前日から、急激に気温が下がり、
背中を丸め、吐く息が白くなるほど
の寒さの中、市役所や PTA の方、
地域の方、水洗小学校 加藤校長先
生・坂田教頭先生から子ども達に声
を掛けていただき、元気なあいさつ
が飛び交っていました。
大きな声で、寒さも飛んで行った
でしょうね。
寒さに負けず頑張りましょう！！

１０月２５日（水）
、
「法人いまでら」の関係者のみなさん
が、行政区内にあります『若鷹寮』の選手のみなさんへ、丹
精込めた新米を贈呈されました。
法人「いまでら」代表の岩村さんより、高橋純平投手へ手
渡されました。今年は、１軍は日本一になりましたが、ファ
ームでは残念ながらウエスタンリーグ３位と悔しい結果に
なりました。筑後のエネルギーがたくさん入ったお米を食べ
て、来年こそはリーグ優
目指せ、ヤフオクドーム！！
勝、ファーム日本一を目
指して、頑張っていただ
きたいですね。
若鷹のみなさん、お米
をしっかり食べて怪我を
しない丈夫な体で、来シ
ーズンも頑張って下さい。

日 この広報紙にも掲載しています、
時：平成 30 年 1 月 13 日（土）午前
「室内 9 時～
ですが、水洗校区公民館の備品として１セ
場
所：水洗小学校グラウンド
し、水洗校区コミュニティ協議会の事務所
しております。
※
雨天の場合は、体育館にて「ぜんざい会」を予
ルールも難しくなく、みんなで楽しめる
定しています。
すので、デイサービスや行政区の行事など
活用していただきたいと思い、この広報紙
★ しめ飾りの
せをさせて頂きました。
だいだいや、
問い合わせ先：水洗校区コミュニティ

針金・プラスチック
等は外して
お持ち下さい。

この広報紙にも掲載しています、
「室内ペ
タンク」ですが、水洗校区公民館の備品とし
て１セット購入し、水洗校区コミュニティ
協議会の事務所で管理をしております。
ルールも難しくなく、みんなで楽しめる
ゲームですので、デイサービスや行政区の
行事などに大いに活用していただきたいと
思います。
対戦用ボール
（赤６個と青６個）

寒いけど、元気いっぱいにあいさつ！
「おはようございます」

１2 月 6 日（水）
【議題】
１. 志通学合宿についての報告
２. 室内ペタンク大会（健康・福祉部会事業）の反省
３. ２９年度防災訓練について
４. バスハイク（高齢者地域活動補助金の活用）
５. 校区コミュニティ協議会の課題について
６．事務局より（広報紙１２月１５日号原案）
７．その他

～次回役員会

２

３

１月 10 日（水）～

