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今回で３回目のお知らせになります。現在、水洗校区自主防災組織を立ち上げる準備をしておりま
す。
「安全・安心部会」を１１月１８日（水）、「運営委員会」を１１月２６日（木）に、志公民館にて
開催し、今までの経過及び組織と細則を報告する予定にしています。

１０月１３日（火）、水洗小学校体育館において
「校区まちづくり懇談会」が開催され、中村市長・
田村副市長・中村教育長をはじめ、市の方から参
加していただきました。水洗校区からもたくさん
の方に来ていただき、市からの説明に耳を傾け、
メモを取ったり質問をしたりして有意義な時間
となりました。
水洗校区は筑後市で一番変化を遂げようとし
ている場所なので、もっと活気が出るような所に
なるよう皆さんで盛り上げましょう。

１０月１０日（土）
、羽犬塚中学校にて「ちっごスポーツフェスティバル」が行われ、水洗小学校から
多くの子供達が参加しました。
個人種目（100ｍ・800ｍ・50ｍエキシビジョン）と団体種目（４００ｍリレー・綱引き）に参加
し、特にリレーにおいては男女で優勝しました。個人種目でも 100ｍ・800ｍで２位、綱引きでも３位
という好成績を収めました。多くの参加者の中でこのような成績が収められた事は、今後あらゆる場面
においても自信になるのではないでしょうか？色んな事にチャレンジし、楽しみながら頑張ってもらい
たいものですね。
１０月１８日（日）、県南体育館にて
リレーは男女優勝しました
綱引きの部は３位でした
「南筑後ブロック綱引き大会」が行われ、
水洗小学校から２チーム参加しました。
南筑後ブロックとは、みやま・大牟田・
大川・柳川・筑後・八女の６市町村から
成り立つもので、筑後市からは８チー
ムが参加しましたが、残念ながら全チー
ム予選敗退となりました。
他の市町村の子供達との交流は、貴
重な経験だったことでしょう。
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１０月２５日（日）
、尾島公民館にて「尾島ふれあいデー」が、子供達から大人の方まで約１２０名
の参加で盛大に行われました。
開会では、船小屋駐在所の松岡さんより「防犯・交通安全」についてお話しがありました。
いろはかるた大会は、子供達がグループに分かれ、目の前に置かれたかるたを真剣に見つめ、前か
がみに構えて勢いよく手を出す光景があちらこちらで見られました。２回戦からは６年生が読み手に
回り上手に読み上げました。
外では、地域の方々、保護者の方
どっちが先だった？
美味しく出来ました！
々が、たこ焼き・焼きそば・おにぎ
り・ポン菓子の準備をし、かるたを
終えた子供達も一緒に美味しそうに
食べていました。
つながりが希薄になってきている
現代、地域の方々が顔を合わせる事
で「絆」を深めるとてもいい機会に
なったことでしょう。

ジェット風船、僕と同じ大きさだね

１０月２６日（月）
、子育てサロンは筑後広域公園で「公園
散歩」が行われ、８組１０名の元気な子供達がお母さん・お
ばあちゃんと一緒に参加しました。
公園の中に落ちていた大きなどんぐりを拾って楽しんだり、
ボールやシャボン玉で思い思いに遊び、空めがけて飛ばした
ジェット風船を一生懸命に追いかけました。
この日は天気も良く、少し汗ばむくらいの天気で心地よい
時間を過ごせました。
今から段々寒くなり、なかなか外で遊ぶことも困難になり
ますが、この日の様に天気のいい日に外で思い切り遊べるの
は、気持ちが良いものですね。

１１月１日（日）
、矢部川流域で「ノーポイ運動」
が行われました。矢部川沿いの行政区（水洗では船
小屋・津島東・津島西）にお住まいの地域の皆さん
が早朝より集まり、堤防付近を中心にして、捨てら
れた空き缶・ペットボトル・ビニール等を拾い集め
ました。
「自分が出したゴミは持ち帰りましょう」の呼び
かけにもかかわらず、まだこの言葉が通じていない
人達が少なからずいるのは残念な事です。
エチケット・
ポイ捨て、絶対にダメです！
マナーをきっ
ちり守り、きれ
いな水洗校区
の環境を保て
るように心掛
けましょう。

１１月１日（日）、サンコアに於いて「青少年
健全育成のための意見発表会」が行われました。
筑後市内の小・中学校より１４名の生徒達が、
家族・地域・あいさつ・夢をテーマにして自分の
意見を堂々と発表しました。水洗小学校からは
５年生の石橋優花さんが「家族が私のエネルギ
ー」と題して、
「日頃から、おはよう・ただいま・
ありがとう・・・・といった様な言葉を家族間で
交わし続け
る事が、自分
のエネルギ
ーの源とな
っている」と、
訴え、会場か
ら大きな拍
手をもらっ
ていました。
いい発表が出来ましたね
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ひっくり返るかな？
１０月３１日（土）、第１１回のエンジョイ広場は「昔遊び教
室」を開催、１１名の子供達が参加しました。
今回は、志公民館の外で、ビー玉・パチ（メンコ）
・石けり・
ゴム跳びをし、公民館では紙相撲を行いました。グループに分
かれ、それぞれ大人の方に先
生になってもらい、昔を思い
出してもらいながら子供達と
一緒に楽しみました。
紙相撲では、自分で作成し
た「お相撲さん」を好きなよう
に色を塗り、ティッシュの箱で作った土俵を一生懸命に叩いて勝負
しました。
「楽しかったー！」と言いながら、
「まだやりたい」と言
どっちが勝った？
った子もいました。貴重な経験が出来て良かったですね。

１１月３日（祝）～７日（土）
、志公民館にて「第２回 志通学合宿」が行われました。志行政区に住
む子供達２３名が参加しました。
団体生活を通して、ルールや助け合いを学ぶとてもいい機会になったようです。食事の買い物から支度、
後片付けも班ごとに行い、ボランティアの方から助言をしていただきながら自分達でやり遂げていまし
た。上級生が下級生にテーブルの拭き方を丁寧に教えていた光景がとても嬉しく思いました。
地域のボランティアの方３８名の協力の下、なかなか体験できない事を経験した子供達は、成長する中
でのプラスになったのではないでしょうか。感謝の心、忘れないで欲しいですね。
何が出来るのかな？

みんなで協力してやりましょう

ご飯、たくさん食べるぞー！

１１月２１日（土）
、水洗小学校運動場において
「グラウンドゴルフ大会」が行われます。各行政区
代表の方が参加されますので、応援のほどよろし
くお願いします。

１２月６日（日）に水洗小学校ＰＴＡ資源回収が
予定されています。
雨天の場合、平成２８年２月７日（日）に延期に
なります。
水洗校区の皆様方のご協力お願いします。

日 時：平成２７年１１月２１日（土）９時から
場 所：水洗小学校グラウンド
（雨天の場合は中止です）

インターネットを契約している方にお知らせです。筑後市役所のホームページで市内の校区コミュニテ
ィ協議会の広報紙が見れるようになりました。トップページの総合案内から「市民の方へ」を開いていた
だき、「協働のまちづくり」→「校区コミュニティ協議会」→「協議会情報（広報紙）」を開いて下さい。
他校区の情報も見れますので、見てみませんか？
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行
11月21日 （土）

11月22日

（日）

11月24日 （火）

事

水洗校区福祉会グラウンドゴルフ大会

水洗小学校グラウンド

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

第２回

筑後広域公園

市町村対抗駅伝大会

子育てサロン「クリスマス会」１０時～

船小屋公民館

12月1日 （火）

屋須多神社

船小屋若宮神社

12月2日 （水）

第１０回

12月5日 （土）

エンジョイ広場「年賀状作り教室」９時～

水洗小学校

12月8日 （火）

船小屋ディサービス

船小屋公民館

12月19日 （土）
12月21日

（月）

役員会

１９時～

協議会事務所

エンジョイ広場「書道教室」９時～

水洗小学校体育館

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「お正月に関するお話し」１０時～

船小屋公民館

第１０回
日
場

水洗校区コミュニティ協議会役員会

時：平成２７年１１月４日（水）１９時～
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
２. 「安全・安心部会」と「運営委員会」の
開催について
３. 水洗小学校 志通学合宿（筑後市主催）
について
４. 高齢者地域活動補助金の活用（バスハイク）
について
５. その他
６． 事務局より報告

７. 広報紙１１月１６日号の原案提示
８. その他
９. 次回の役員会
水洗校区コミュニティ協議会事務所
次回役員会：１２月２日（水）１９時から

開所時間

日
1
8
15
22
29

月
2
9
16
23
30

11月
火 水 木
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26

開所日
カレンダー

金
6
13
20
27

土
7
14
21
28

日 月
6
13
20
27

7
14
21
28

12月
火 水 木
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

金
4
11
18
25

９時００分～１２時００分／
１３時００分～１７時３０分

土
5
※ 時間内でも外出している
12
場合があります。
19
26

お休み：土・日・祝

（お正月休み：１２月２９日～１月５日）
≪仕事の都合で開所時間や昼休みの時間が変わることもあります≫

ひとこと・・・
紅葉の季節です。赤や黄色のもみじやいちょうがとても綺麗ですね。特に、落ち葉になって絨毯の様に
敷き詰められた景色はとても感動します。思わずカメラを向けたくなります。ゆっくり歩きながらこのよ
うな景色を見るのも目の保養になりますね。
もうすぐ１２月です。今年やり残したことはありませんか？私は、たくさんあり過ぎて困ってます。
★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
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