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ひとこと・・・ 

 皆さんにお尋ねです。筑後市立図書館の方より、「よしあしも 一幕切りや 年の暮」（島上 

呂水）という句碑の行方（所在地）を探しています、とお電話をいただきました。どなたかご存

知の方がいらっしゃいましたら、コミュニティ協議会までお知らせ頂けると大変有り難いです。

よろしくお願い致します。 

 

  ★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 井口 由吏 

 

 

第２４回 水洗校区コミュニティ協議会役員会 
 

日 時：平成２９年１月１１日（水）１９時～ 

場 所：水洗校区コミュニティ協議会事務所 

【議 題】 

１．左義長・もぐら打ちについて               ７. 平成 28年度バスハイク実施について 

２．筑後市消防出発式パレードについて                ８．平成 29年度総会までの取り組み 

３．筑後市議会 全員協議会傍聴（校区コミュニティ協議会）           （主なスケジュール） 

４．校区コミュニティ協議会 会長・事務局長会議        ９. その他 

５．平成 28年度校区コミュニティに関する懇談会実施について 10．広報紙 １月１６日号原案提示 

６．平成 28年度水洗校区防災訓練の実施について（案）  
                                              

                              水洗校区コミュニティ協議会事務所 

                                   次回役員会：２月１日（水）１９時から                                      

 

☆   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 

≪仕事の都合で開所時間や昼休みの時間が変わることもあります≫ 
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 １月７日（土）、サザンクス筑後において新春・筑後市出発式が行われました。地元第五分団の皆さ

んも堂々とした行進をされ、その後筑後市内の消防団の方の放水訓練がありました。お子さん達は、

多くの消防自動車を見てとても嬉しそうに目をキラキラさせ、声を上げて喜んでいました。 

 特に昨年末は、全国で多くの大きな火災が発生し、犠牲になられたり多くの物を失われた方がいら

っしゃいました。水洗校区でも火事を出さないように、一人一人が日頃から気をつけましょう。 
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2017年1月 ２月

開所日 

カレンダー 

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。 
 

 水洗校区コミュニティ協議会は、協議会設立宣言の中にも掲げておりますように「校区内のいろい

ろな団体が互いに協力し、つながりを強め、地域の課題を自らが認識し、考え、解決できるような組

織」として、平成２７年２月に発足致しました。 

 まだ、二年足らずの間ですが、毎月発行の「水洗校区コミュニティ協議会広報」を通して、皆様に

地域のコミュニティに関する行事等や、定例役員会（各行政区長、公民館代表、民生・児童委員代表）

における協議の様子をお知らせし、広報に努めて参りました。 

 また、各行政区と協力して防災訓練を実施したり、各種の事業等に取り組んでおりますが、まだま

だ、運営上も実施上も課題が山積しております。今後も、皆様のご意見をしっかりお伺いしながら「安

心・安全な水洗校区作り」のために、皆様と共に取り組んで参りますので、本年もどうぞよろしくお

願い致します。 

水洗校区コミュニティ協議会 会長 近 本 輝 雄 

第五分団の方々の行進と消防車です 

放水訓練 

エンジョイ広場「英語で遊ぼう教室」9時～ 水洗小学校外国語教室

津島西ディサービス 津島西生活改善センター

子育てサロン「節分（豆まき）」　10時～ 船小屋公民館

校区コミュニティに関する懇談会 志公民館

あいさつ運動　水洗小学校　7時30分～ 水洗小学校正門前

第25回役員会　19時～ 協議会事務所

５日 （日） 志ディサービス 志公民館

14日 （火） 船小屋ディサービス 船小屋公民館

１９日 （日） 津島東ディサービス 津島東公民館

２１日 （火） 津島西ディサービス 津島西生活改善センター

25日 （土） Ｈ28年度　水洗校区防災訓練（講演会） 志公民館

26日 （日） 第2回水洗校区コミュニティ協議会「バスハイク」 大分県日田方面

２７日 （月） 子育てサロン「おひなまつり」　10時～ 船小屋公民館

（水）2月1日

1月21日 （土）

23日 （月）

http://1.bp.blogspot.com/-9rwO5NW3ZT4/WAXechUe2ZI/AAAAAAAA_Ew/WWPOuHGUL-E6LIK8aPgbelNk3sxoAlqIwCLcB/s800/eto_tori_egg.png
http://1.bp.blogspot.com/-9rwO5NW3ZT4/WAXechUe2ZI/AAAAAAAA_Ew/WWPOuHGUL-E6LIK8aPgbelNk3sxoAlqIwCLcB/s800/eto_tori_egg.png
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水洗校区コミュニティ協議会では、第 2 回目のバスハイクを開催することになり

ました。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おります。 

 

日 時：平成 29年 2月 26日（日）     申込み：1月 16日号の回覧「バスハイクの 

     8時 45分集合 9時出発         ご案内」の別紙、参加申し込み書に記入 

                       して下さい。 
集合場所：筑後広域公園駐車場 

                      申込締切：1 月 27日（金）協議会必着（必着） 

参加費：バス代無料（昼食代などは自己負担）     隣組で取りまとめ、各行政区長さんまで 

    お茶 1本付                       （尾島は担当総代さんへ） 

 

行 程：大山ひびきの郷（梅の観賞）→昼食（銀の鈴）→豆田町散策（クンチョウ酒蔵・おひな祭り） 

 

※ 定員（42名）を超えた場合は、2月の役員会の場で抽選を行います。ご了承ください。 

※ 昼食を希望される方は、ビュッフェ（食べ放題）になります。料金は、大人 1,500円、 

小学生 900円、4歳以上 500円です。バスハイク当日に、別途徴収させていただき 

ますので、お釣りがないようにご準備下さい。よろしくお願いします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12月 17日（土）、水洗小学校体育館にて「しめ縄作り

教室」を開催、溝口竹細工愛好会から 4名を講師にお迎え

し、37名の子供さん達と保護者の方が参加されました。 

 材料は作ってきていただきましたが、縄を編んでしめ縄

にしていく過程がとても大変でした。力がいるので、大人

の方々に手伝ってもらったり、先生方にコツを教えて頂い

たり、昔からのお正月の伝統に触れ、楽しい時間を過ごせ

ました。 

 

 

 

 毎年恒例の「左義長・もぐら打ち」ですが、今年は１４日（土）に行われました。準備をするのは、

毎年本当に大変です。多くの地域の方々をはじめ、水洗小学校安永校長先生・坂田教頭先生、PTAの

お父さんお母さん方も１週間ほど前から竹伐りや色々な準備をしていただきました。 

 伝統ある行事を続けていくのは大事な事です。たくさんの方の“手”を使い、次の世代へと引き継

がれていくのだと思います。途絶えることなく、今までもこれからもずっと繋がっていけるように習

い教えていけたらいいなと思います。 

 準備から関わっていただいた皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 左義長の記事は、次号２月１５日号に掲載します。 

 

                  
                                      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12月 19日（月）、ちょっと早い「クリスマス会」が行われ、22組 24名のお子さんとおばあちゃ

ん・お母さんが参加されました。今年最後の開催でしたが、予想以上の参加者で嬉しい悲鳴！ 

 今回は、トイレットペーパーの芯を使った「クリスマスリース」を作成しました。いつもポイっと

捨てる芯が可愛いリースに大変身。リボンに芯を通して、シールで飾り付けをし、ベルを付けて完成！！

クリスマスの紙芝居もしていただき、とても賑やかな子育てサロンになりました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

サンタさん？におやつをいただき、お母さん達は楽しくお話しをされ、お子さん達はお友達とたくさ

ん遊びました。 

今年もたくさんの方に参加していただき、楽しい子育てサロンが開催されました。お世話をされる皆

さんも一生懸命に頑張っていただいています。参加して頂いて、たくさんの方々とお話しする事も大事

なコミュニケーションです。来年も、多くの方に参加していただき、楽しい時間を過ごしていただきた

いですね。次回は、１月２３日（月）節分（豆まき）です。 

  

プレゼント、どうぞ！ 

 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及び警戒の年末夜警が行わ 

れました。 

 １２月２８日、船小屋公民館では、１年間の活動報告会が 

行われ、団員紹介や９月に行われた県操法大会・訓練の成果 

等が報告されました。 

 その後、中村市長をはじめ多くの方が激励訪問され、巡回 

車が地域内へと出発して行きました。 

 常日頃から、地域のために尽力いただき、大変感謝してお 

ります。今後も、水洗校区のために、よろしくお願いします。 

芯と思えぬ、クオリティーの高さ！！ 

お子さんと楽しんで作れますね。 

お話しが弾みますね 

心を込めて作ったしめ縄で、良い

年を迎える事が出来ましたか？ 

多くの方のご協力、感謝いたします。 
みなさん良い経験が出来ましたね 立派なしめ縄、完成！！ 

寒い中、ありがとうございます！ 

左義長用の「竹」を伐り出し中！！ 


