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ひとこと・・・ 

 インフルエンザの流行がニュースでも取り上げられていますが、インフルエンザは、手洗い、

うがい、食べ物、マスク、栄養、アルコール消毒、湿度、乳酸菌など、予防する為の項目がたくさ

ん挙げられています。全部やるのは大変ですが、手洗い・うがいはいつでもできますので、最低

限の予防をして、つらい思いをしなくていいように、気をつけましょう。 

 

  ★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２５回 水洗校区コミュニティ協議会役員会 
 

日 時：平成２９年２月１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．水洗コミュニティとホークス連携について       ６．平成２８年度バスハイクについて 

２．報告（もぐら打ち、校区コミュニティに関する懇談会）  ７．その他    

３．副会長の承認について                ８．広報紙２月１５日号原案提示                     

４．平成２８年度防災訓練について（確認）      

５．平成２９年度総会までの取り組み（主なスケジュール）              

 
                                           

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

                                   次回役員会：３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 

≪仕事の都合で開所日、開所時間や昼休みの時間が変わることもあります≫ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 １月１４日（土）、心配していた天気も空いっぱいの青空で左義長日和になりました。と言いたいと

ころですが、風が強く水洗小学校近隣の住民の方には、大変ご迷惑をお掛けしました。 

 前日の、１３日は水洗小学校安永校長先生、坂田教頭先生をはじめ、地域の方々、ＰＴＡのお父さ

ん方に準備をしていただき、立派なやぐらが組まれました。もぐら打ち用の竹も、細かな枝を一つ一

つ伐っていただきたくさんの竹が準備出来ました。 

 当日は、青少年健全育成部会長の溝上区長さん（船小屋行政区）に、左義長・もぐら打ちの由来を

話していただき、その後一斉にもぐら打ちの竹を作成しました。全員でやぐらを囲み、「１４日のもぐ

ら打ち」と大きな声と共に、グラウンドを叩きました。きっと、もぐらは退散した事でしょう。 

６年生数名が、松明を持ちやぐらにかざした後、一揆に火がまわり、風の勢いであっという間に崩

れ落ちました。 

 ＰＴＡのお母さん方から、美味しいぜんざいを作っていただき、参加者の冷え切った体が温かくな

ったと思います。 

 火の始末は、消防団の方々にお願いし、安心して片付ける事が出来ました。多くの地域の皆さんの

ご協力のお陰で無事に終わる事が出来ました。ありがとうございました。来年も、またよろしくお願

いします。 
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開所日 

カレンダー 

地域の方に協力していただき、準備万端！！ 

無病息災を祈りました！ 

お母さん方の愛情こもった  

ぜんざいで体が温まりました。 もぐら、居なくなったかな？ 

2月18日 （土） エンジョイ広場「野球教室」９時～ 水洗小学校グラウンド

19日 （日） 津島東ディサービス 津島東公民館

20日 （月） 校区福祉会研修会（健康福祉部会 兼）１９時３０分 尾島公民館

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

子育てサロン「おひなまつり」　10時～ 船小屋公民館

第２回生活環境部会　 津島東公民館

28日 （火） 第２回青少年健全育成部会　１９時３０分～ 船小屋公民館

3月1日 （水） 第２６回役員会　１９時～ 協議会事務所

4日 （土） エンジョイ広場「和キャンドルづくり教室」９時～ 水洗小学校図工室

10日 （金） 尾島ディサービス 尾島公民館

14日 （火） 船小屋ディサービス 船小屋公民館

17日 （金） 水洗小学校卒業式 水洗小学校

18日 （土） エンジョイ広場「青少年科学館へ行こう」９時～ 久留米青少年科学館

20日 （月・祝） 船小屋消火訓練 鉱泉源公園

21日 （火） 津島西ディサービス 津島西生活改善センター

24日 （金） 水洗小学校　修了式 水洗小学校

27日 （月） 子育てサロン「公園に行こう」　10時～ 筑後広域公園

27日 （月）
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 各校区、行政区には担当する民生委員・児童委員、主任児童委員の方がいらっしゃいます。報告が遅

くなりましたが、昨年の１２月１日に数名の方が交代されました。 

 

  

                                      

   
長年にわたり、地域のためにご尽力いただきました、尾島行

政区の野口 久美子さん（民生委員）、志行政区の冨安 佳代子さ

ん（民生委員）、津島東行政区の平井 京子さん（民生委員）、お

疲れ様でした。本当にありがとうございました。今後もご協力

の程、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２月 4日（土）、水洗小学校家庭科室にて「デコレーションケーキ作り教室」が開催されました。津

島東の江口製菓（株）より村上晴美さんを講師に迎え、江口会長さんの他、3 名の職員の方にもサポ

ートに入っていただきました。69名の子供さん達が参加し、6名の保護者の方にお手伝いいただき、

家庭科室内は多くの方でとても賑やかになりました。 

 最初に、一通りの手順を見せていただき、それそれの班で役割分担をして、少しでもお手本に近づ

けるよう、工夫をしながら作っていきました。それぞれ、個性のあるデコレーションケーキが出来上

がり、最後は試食をして、お土産も１個ずつもらい、にこやかに帰っていきました。中には、お家で

作ろうと一生懸命にメモを取る子もいて、とても感心しました。 

 貴重な体験をさせていただいた、江口製菓（株）のみなさん、本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水洗校区全体 村上　ヤスコさん

主任児童委員

 １月２３日（月）、志公民館にて平成２８年度校区コミュニ 

ティに関する懇談会が行われました。筑後市役所からは、中村 

市長、田村副市長、中村教育長をはじめ、職員の方、水洗校区 

からは、コミュニティ協議会の運営委員の方、地域の方にご参 

加いただきました。 

 中村市長からは「高齢化が進んでいて、現在、地域を支えて 

いただいている方の人手が、近い将来には不足することが懸念 

される。今後は、行政区でやっていける事業は、そのまま行政 

区で継続していき、行政区でやるよりも、校区でやった方が効 

率や都合が良いものは校区でやる、というように事業の仕分けを考えていかなければならない。」

という内容のお話がありました。 

 コミュニティ協議会の近本会長からは、設立して２年目の水洗校区コミュニティ協議会として、

新しく実施するようになった事業や、より充実した事業、及び課題等について具体例を挙げて説明

して頂きました。 

 意見交換では、参加された方からのたくさんの意見や、市の方からそれに対する回答、みなさん

の考えや想いを話していただき、決められた時間ではとても足りないくらいに活発な意見交換が出

来ました。 

 これからも、校区の皆さんと一緒に「安心して暮らしやすい水洗校区づくり」を目指していきた

いと思います。 

 １月２１日（土）・２２日（日）両日、第２１回「サンコ 

アまつり」が開催され、水洗校区からも多くの方に出品し 

ていただき本当にありがとうございました。 

 力作揃いで、感動しました。いくつになっても夢中にな 

れるものがあるという事は、とても素晴らしいと思います。 

 作品展示の他にも、バザー、体験コーナー、発表会が行 

われ、多くの来場者でとても賑わっていました。 

 今回出品されなかった方も、この機会に作品制作にチャ 

レンジしてみませんか？ 

来年も、作品展示にご協力お願いします。今から、楽し 

みですね。 

 １月２１日（土）、水洗小学校外国語教室において「英語で遊ぼう教室」が開催され、ダニエル・

トモビッチ先生と通訳の安岡美保子さんを講師に迎え、２４名の子供さんが参加しました。 

 ダニエル先生が、子供さん達が楽しんで英語に触れられるように、歌に合わせてゲーム感覚で教え

てくれました。子供さん達からは「楽しかったー！！」という声が聞かれ、なかなか触れる機会がな

い「英語」に、少しは身近に感じてくれたらいいなぁと思いました。 

日 時・場 所：平成２９年２月２５日（土） 志公民館 

   情報伝達訓練   ９時 00分～ ９時３０分 

   図上訓練    １０時００分～１０時４５分 

  （ここまでは、行政区の役員さん方を中心に実施します） 

   講演会     １０時５０分～１１時５０分 

   （講演会については、校区の皆様の参加をお待ちしています）   

 

ダニエル先生と楽しい時間を過ごしました！ 

ハイタッチ！ 

My name’s Daniel. 

みなさんの素晴らしい作品に、

感嘆の声も聞かれました。 

長瀬　武夫さん

梅野　博司さん（新）

船小屋 壇　美和子さん

志 坂田　房代さん（新）

津島東・西 下川　百合子さん（新）

尾島

民生委員・児童委員

※ 当日は、コミュニティ

無線にて放送が入ります。 

 

日 時：平成２９年２月１８日（土） ９時３０分～１１時３０分（開場：９時） 

場 所：福岡県営筑後広域公園体育館（筑後市大字津島 831-1） 
 

講    師：多胡 肇さん（NHKラジオ・テレビ体操指導者） 

アシスタント：舘野 怜奈さん（NHKラジオ・テレビ体操アシスタント） 
 

ラジオ体操の正しい知識を学んで、効果を知る事でラジオ体操の奥深さ、すごさを体感して下さい 

先生のお手本に近づけるよう、

みんな真剣です！ 
 

どのケーキも 

個性があって、 

美味しそう！ 

お手本に近づいたかな？ 


