1月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」 １０時～１２時

船小屋公民館

2月4日 （日） 志デイサービス

船小屋公民館

7日 （水） 第37回役員会 19時～

協議会事務所

津島東デイサービス

津島東公民館

18日 （日） 津島西デイサービス

津島西生活改善センター

健康・福祉部会 19時30分～

志公民館

24日 （土） Ｈ29年度 水洗校区防災訓練（講演会）

津島西生活改善センター

25日 （日） 第3回水洗校区コミュニティ協議会「バスハイク」 太宰府方面
26日 （月） 子育てサロン「おひなまつり」 １０時～１２時
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志公民館

5日 （月） ニコニコデー（船小屋行政区） １０時～１２時
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開所時間 ☆
９時００分～１２時００分／
１３時００分～１７時３０分
☆

新春のお喜びを申し上げます。
水洗校区の皆様には、日頃から「水洗校区コミュニティ協議会」に対してご支援、ご協力を頂
き厚くお礼を申し上げます。
ご存じのように、水洗校区コミュニティ協議会は、設立して３年目を迎えております。
この間、毎月発行の「水洗校区コミュニティ協議会広報」でもお知らせ致しておりますように、
月１回の定例役員会（各行政区長、公民館長代表、民生・児童委員代表）を中心に水洗校区内の
様々な課題について協議を行い、その解決に取り組み、また諸事業を行っております。
このような中、昨年、筑後市議会において「校区コミュニティ協議会」のあり方について議論
がなされ、「平成２９年度後期の予算が凍結される」という事態になりました。
しかし、市当局と市議会による協議の結果「校区コミュニティ協議会」に対する予算は、条件
つきではありましたが従来通りの額で可決されました。
更に、平成３０年度の「校区コミュニティ協議会」に関する予算につきましては、今後、市に
おいて議論がなされるものと思います。
今後、水洗校区におきましても、日本社会の大きな流れの中で、これまで以上に地域の課題も
増えてくる事が予想されます。
このような変化の中で、よりきめ細かな対応が可能な「地域の自治機能」の役割は、益々大き
くなるものと考えます。
「水洗校区コミュニティ協議会」におきましては、校区の皆様のご要望・ご意見をお伺いしな
がら、五つの行政区・各種団体等と相互に補完し合い「安心・安全な水洗校区づくり」のために
取り組んで参ります。
本年もご支援、ご協力を頂きますようよろしくお願いいたします。
水洗校区コミュニティ協議会 会 長

輝雄

※ 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≫
ひとこと・・・
お正月や成人式も終わり、あっという間に日にちが過ぎていきます。時間についていけません。気が付
いたら１日終わっている毎日です。
寒くなってからテレビで盛んに流れている「脳疾患の恐怖」
。まだまだ関係ないと思っていましたが、
お医者さんが言われていた「４０代以上の方はお気を付けください」の言葉に、ドキッとしました。健康
を過信せず、毎日自分の体に向き合う事が大事なんだなぁ、と考えさせられます。気を付けましょう。

１月６日（土）、サザンクス筑後において「筑後市消防出初式」が行われました。
サザンクス筑後では式典が行われ、その中で各表彰があり、水洗消防団の方も表彰を受けられまし
た。その後、外に出てのパレードがあり、水洗消防団（第５分団２号車）の方々も堂々とした行進を
されました。今後とも、地域の為によろしくお願いします。
表彰を受けられたみなさん、おめでとうございます！！

★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
４

近本

井口 由吏
１

１月１３日（土）に行われる左義長・もぐら打ちの為に各行政区長をはじめ地域の方々、校長先
生・教頭先生、PTA の方々に色々な準備をしていただきました。
１０月１２日（木）には、稲の取り入れをした後のわらを束ねて取り込む作業がありました。
１月８日（月・祝）は、あいにくの天気で少々雨が降っていましたが、みなさん濡れながら左義
長のやぐらになる竹伐りと、もぐら打ち用の女竹伐りをしていただきました。
毎年、準備をするのは本当に大変ですが、多くの方の協力に
より伝統ある「左義長・もぐら打ち」は続いています。途絶え
ることなく、これからも繋がっていけるように地域のみなさん
のご協力をお願いしたいと思います。
準備から関わっていただいた皆様に心より感謝申し上げます。
ありがとうございました。
なお、左義長の記事は、２月１５日号に掲載いたします。

１２月１６日「しめ縄作り教室」
（４２名）が行われました。おじいちゃん
・おばあちゃん、お父さん・お母さん方も多くお越しいただき、溝口竹細工
愛好会の皆さんに指導をしていただきながら、一生懸命に作りました。わら
をねじる時にはかなりの力が必要になるので、大人の方たちにお手伝いをし
てもらいながら子ども達も頑張りました。
作ったしめ縄を玄関に飾り、いいお正月を迎える事ができたでしょうか？

ｔｋ
みなさんのご協力で、左義長・もぐら打ちは継続出来ています。

水洗校区コミュニティ協議会では、３回目のバスハイクを開催します。校区内の方々との交流を目
的として、皆さんと楽しみたいと考えています。多くの方の応募をお待ちしています。

日

時：平成３０年２月２５日（日）
９時集合 ９時３０分出発

集合場所：筑後広域公園駐車場

初めての方を
優先します。

参加費：バス代（お茶１本付）無料
昼食代・入場料等自己負担
行
※

申込み：１月１５日号の回覧「バスハイクの
ご案内」の別紙、参加申し込み書に
記入して下さい。

１２月１８日（月）、
「クリスマ
こぐまのクリスマス
ス会」が行われ、１５名のお子さ
んとお母さんが参加されました。
今回はクリスマス会。クリスマ
スの歌を歌ったり、紙芝居を読ん
でもらったり、賑やかな時間を過
ごしました。
サンタに扮した民生委員さんや プレゼントは何かな？
、お孫さんと参加された北島議員
さんから、プレゼントを手渡され、
お子さんの嬉しそうなニコニコ顔
が印象的でした。
おやつの時間は、楽しそうな声
が公民館に響いていました。
次回開催：１月２２日（月）「節分・豆まき」

申込締切：１月２６日（金）協議会必着
隣組で取りまとめ、各区長さんまで
（尾島は担当総代さんへ）

程：太宰府天満宮（ガイド案内）
・参拝 → 昼食（照星館）→ 太宰府自由散策
→ 石村萬盛堂 太宰府店（簡単な工場見学）
申込みですが、今回から初めての方を優先させて頂きます。定員（４２名）に満たない場合は、
今回申込みをされて以前参加された方の中から抽選をさせて頂きますのでご了承ください。

※

昼食を希望される方は、1,080 円のお弁当（梅ヶ枝餅付）です。

※

梅花祭：2/25 は天神さまのご命日だそうです。
内容が変更になる事もあります。

詳しくは、回覧をご覧下さい。お問い合わせは、コミュニティ協議会までお願いします。

２

年末に多発しやすい災害、犯罪な
どを未然に防止する事を目的に消防
団の方による市内巡視および年末夜
警が行われました。
12 月 28 日、船小屋公民館では、
水洗消防団の 1 年間の活動報告会が
行われ、団員紹介や大会・訓練の成
果等が報告されました。
「日頃の訓練
がいざという時の力になる」と、お
話しがあり、仕事をしながら地域の
為に頑張っていただいている事に、
大変感謝しております。

１月１０日（水）

火の用心！皆さん、火の元にご注意を！！

【議題】
１. 「左義長」（青少年健全育成部会）について
２. ２９年度防災訓練（２/２４）について・実施内容確認
３. バスハイク（２/２５）について・実施内容確認
４. 校区コミュニティ協議会の課題について
５. 避難場所の確保
６．平成３０年度総会までの取り組み
７．その他
８．事務局より（広報紙１月１５日号原案）
～次回役員会
３

２月７日（水）～

