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９月１９日（土）、ちっご祭り地域対抗イベントに「水

洗校区コミュニティ協議会」として出場しました。役員の

方を中心に地域の方にも参加していただき、結果は３２チ

ーム中８位でした。ぶっつけ本番の競技でしたが、皆さん

の息の合ったチームプレーでとても楽しく出来た事を報

告します。 

今年は、準備期間が短く校区の皆様方からの参加を募る

事が出来ませんでした。来年はどんな競技になるか分かり

ませんが、参加を募りますのでよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津島東行政区の「よど祭り」は毎年秋分の日に行われます。 

午前中は、隣組対抗のグラウンドゴルフ大会、午後からは、 

子ども相撲、抽選会が催され、夕刻には子ども達が元気に神 

輿を担ぎ、集落内をめぐります。 

 その中でも、特に子ども相撲は、最近では珍しくなってい 

るようです。 

これは、下妻郡九郎原村（現在の津島東行政区）出身で、 

江戸時代に「天下第一」といわれた名力士、秋津島浪右衛門 

に奉納するために行われています。 

今年の子ども相撲には、約２０人以上の参加がありました。 

小学４年生以上の男の子は、本格的にまわしを付けて相撲を 

とり、女の子も負けじと頑張りました。今後、こういうこと 

が校区内にも広がりをみせていくと、良いですね。 

  

はっけよーい、のこったー！！ 

二人とも、頑張れー。 

正１２面体の段ボールを積む

競技で２回の合計を競います 

 

 先月号でもお知らせしていました通り、自主防災組織について少しずつ進み始めました。現在は

組織や担当などを作成段階で、組織と細則について検討中です。 

 コミュニティ協議会では、今年中には「安全・安心部会」及び「運営委員会」で承認いただけるよ

うな形にしていけるよう準備しています。  
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 ９月１３日（日）～９月２１日（月・祝）の間に水洗校区の各行政区におい 

て「高齢者福祉大会」が行われました。各行政区で式典など盛大に行われ、地域 

の方々でお祝いをされました。 

 高齢者の方々が、これからも益々お元気に過ごされることを願っております。 
 

各行政区の高齢者福祉大会人数 
 

  

 

 

 津島東行政区 

船小屋行政区 

尾島行政区 
 

津島西行政区 

志行政区 

　対象者　

ボランティアの方

尾島　（２１日） ８８名 ４０名 ２９名

船小屋（２０日） ３１名 ７名 １３名

志　　（１３日） 3０名 １２名 ３０名

津島東（２１日） ５０名 ２６名 ２９名

津島西（１７日） ２５名 １６名 ３０名

行　政　区

当日の参加者　

８０歳以上の方
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 ９月１９日（土）、第９回のエンジョイ広場は、市青少年育

成指導員の尋木栄次さんを講師に迎えバドミントン教室を

開催、２２名の子供達が参加しました。 

指導には他にも６名の方に来ていただき、基礎から始まり、

最後はラリーが出来るようになりました。経験したことのな

い子供達が多かったのですが、みんな少しでも上手になりた

いという気持ちが良く出ていて楽しそうでした。 

 

 １０月３日（土）、第１０回のエンジョイ広場はゲーム合戦を開催、             １

1３名の子供達が参加しました。 

 ゲームは３種類（輪投げ・シャッフルゴルフ・室内ペタンク）で、 

特に室内ペタンクは、冬の競技であるカーリングに似たようなルー 

ルでとても珍しいゲームでした。子供達は４チームに分かれ、とて 

もにぎやかで楽しそうに遊んでいました。 

 室内ペタンクでは、１位になった子供チームと大人チームが対戦、 

大接戦でおおいに盛り上がりました。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一生懸命にやる事が大事ですね。 

９月２８日（月）、船小屋公民館にて子育てサロンが行われ、

８世帯１１名の元気な子供達とお母さん方が参加されまし

た。 

 この日は、タオルを使ってのバスごっこや丸めて投げたり、 

チラシを丸めて玉入れをしたり、たくさんの遊びを体験しま

した。お金を使わずに身近にある物が「遊ぶ道具」になるとこ

ろが凄いと思いました。 

次回は、１０月２６日（月）筑後広域公園での「公園散歩」

です。外に出るのが気持ち

良い季節になりましたの

で、お子さんと一緒に参加

しませんか？ 

 おじいちゃん、おばあち

ゃんもお孫さんとご一緒に

どうぞ！ 

 公園でたくさん遊びまし

ょう。 

 

 

 
                水洗小学校から津島東行政区につな 

がる通学道路沿いが、藪状態であった 

ところを下川土木（株）さんのご厚意 

によりきれいにしていただき、道路の 

見通しもよくなりました。 

藪の中には、ポイ捨てされたゴミが 

多く見受けられましたが、これでそう 

いう事も少なくなるのではないでしょ 

うか。ありがとうございました。 

（生活環境部会より） 

                 

 

刈り取る前 

県南公園 

県南公園 刈り取った後 

室内ペタンクはとても楽しいですよ 

 ９月２３日（水）秋分の日に「秋季総会」

を行いました。 

志行政区は、以前から春分の日と秋分の

日に総会を実施しています。前期分の経過

報告や事業報告を行っています。意見・要

望を聞き、志行政の後期の運営に生かして

います。   （志行政区長 庄山哲朗） 
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                   行   事 

                            

第９回 水洗校区コミュニティ協議会役員会 

 

日 時：平成２７年１０月７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. 「自主防災組織」の立ち上げについて    ８. 次回の役員会について 

２. 水洗小学校通学合宿（筑後市主催）について       

３. 高齢者地域活動補助金の活用について      

４. その他の報告    

５. 事務局より報告             水洗校区コミュニティ協議会事務所 

６. 広報紙１０月１５日号の原案提示         次回役員会：１１月４日（水）１９時から 

７. その他 

  ・守るッ隊の備品について 

  ・「マイナンバー制度」について（地域支援課より）             
     

 

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≫ 
 

ひとこと・・・ 

 １０月になり、今年も残り２ヶ月ほどになりました。月日が経つのは早いですね。街の中でも服装がど

んどん変わり、夏から秋、秋から冬へと季節が変わっていくのを感じます。今の季節、朝晩と日中の気温

の差が激しいので風邪をひかないように気をつけて下さいね。 

「○○の秋」、食欲・読書・スポーツ・芸術・・・皆さんはどれを思い浮かべますか？ 
 

★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 

開所時間 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31 29 30

10月 11月

開所日 

カレンダー 

10月18日 （日） 南部筑後ブロック綱引き大会（小学生） 県南体育館

10月21日 （水） 津島西ディサービス 津島西生活改善センター

宮座 志のお宮と志公民館

尾島ふれあいデー 尾島公民館

10月26日 （月） 子育てサロン「公園散歩」１０時～ 筑後広域公園

10月31日 （土） エンジョイ広場「昔遊び教室」９時～ 志公民館外

（祝）

（土）

11月4日 （水） 第９回役員会　１９時～ 協議会事務所

11月10日 （火） 船小屋ディサービス 船小屋公民館

11月13日 （金） 尾島ディサービス 尾島公民館

11月14日 （土） エンジョイ広場「剣道教室」９時～ 水洗小学校体育館

11月15日 （日） 志ディサービス 志公民館

11月21日 （土） 水洗校区グラウンドゴルフ大会 筑後広域公園

津島東ディサービス 津島東公民館

津島西ディサービス 津島西生活改善センター

本座まつり 尾島天満神社

10月25日 （日）

志行政区　第２回通学合宿 志公民館

１１月３日

～

１１月７日

11月22日 （日）


