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水洗校区コミュニティ協議会では、初めてのバスハイクを開催致します。校区の

方々の交流を目的として、みなさんと楽しみたいと考えています。 

初詣参りとして、佐賀方面に三社参りを予定しています。ご応募お待ちしています。 

 

 

日 時：平成２８年１月２４日（日）     申込み：12月 15日号の回覧で「バスハイクの 

     ８時４５分集合 ９時出発         ご案内」の裏面、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              

 

参加費：バス代無料（昼食代などは自己負担） 申込締切：12 月 2８日（月）協議会必着（厳守）   

    お茶１本付                  隣組で取りまとめ、各行政区長さんまで 

 

※ 定員（４２名）を超えた場合は、抽選とさせていただき、１月の役員会の場で行います。ご了承

ください。 

※ 昼食については、注文も可能です。内容は「鯉こく（1,620円）」か「幕の内（1,620円）」に

なります。料金は当日、別途徴収させていただきます。（お釣りがないようにお願いします） 

 １１月１８日（水）「第２回安全・安心部会」、１１月２６日（木）「運営委員会」を志公民館で開催

し、自主防災組織の設立までの経過及び組織と細則を報告させていただきました。 

 「安全・安心部会」では、３３名の方に出席を頂き、現在までの流れを説明し、組織と細則（案）

について審議していただきました。 

 「運営委員会」では、１５名の方に出席を頂き、組織と細則（案）について承認をいただきました。 

 今年度中に校区内での避難訓練（講習会）を開く予定にしています。決まり次第お知らせいたしま

す。 

安全・安心部会の様子 運営委員会の様子 



 2 / 4 
 
 

 １１月１４日（土）、第１２回のエンジョイ広

場は、水洗小学校剣道部監督、下川善弘さんを講

師に迎え「剣道教室」を開催、１０名の子供達が

参加しました。 

 １年生で参加した女の子２人は、お兄さん・お

姉さん達に負けないくらい大きな声で元気よく

動き、特に女の子達は積極的に動いていて頼も

しく思いました。下川先生の話しの中に、「礼儀

の大切さ」といった事が常にあり、常日頃から心

掛けないといけないと改めて思いました。 

 水洗小学校剣道部の子供達、保護者の方々に

も協力を頂き、とても引き締まったエンジョイ

広場が出来ました。ありがとうございました。  

 １２月５日（土）、第１３回のエンジョ

イ広場は、元水洗小学校教頭、平田康臣先

生を講師に迎え「年賀状作り（パソコンを

使って）教室」を開催、３０名の子供達が

参加しました。 

 川島教頭先生にもお手伝いいただきま

した。デザインが色々あり、子供達もどれ

にするか迷いながら、思い思いの年賀状を

作成しました。 

 途中、印刷で混雑してしまい大変でした

が、子供達が「誰に出そうかなー？」と嬉

しそうに話していたのが印象的でした。 

 個性あふれる年賀状ばかりで、もらった

方がどんな顔をされるか、楽しみですね。 

１１月２５日（水）、「年末の交通安全キャンペーン

筑後２０１５」が、高齢者を対象に、筑後自動車学校

で開催されました。冒頭、主催者側を代表して田村副

市長より「今年は、筑後市で１００名以上の交通犠牲

者がでている。特に、１０月以降は高齢者の事故が８

割以上に及び、また飲酒による事故も相変わらず多い。

十分気を付けるように」との挨拶がありました。 

速度の違いによる停止距離・飛び出しの危険度・運

転中の反射神経の検証が、参加者の体験を通して行わ

れ、スピードの出しすぎの怖さや、危険予知の大切さ

が実証されました。 

皆さん、車を運転する時は、速度違反、わき見運転、飲酒運転は絶対しないように心がけ

ましょう！もちろん、歩行者の方・自転車の運転時も、交通ルールを守り自分の身は自分で 

守りましょう。 

竹刀を持つと気持ちが引き

締まります 

ぬいぐるみが跳ね飛ばされたところ。 

人だと思うと、恐ろしいですね 

デザインが多すぎて、どれにするか迷いますね 
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 １１月２１日（土）、水洗小学校グラウンドにおいて「グラウンドゴルフ大会」が行われました。

各行政区から４チーム６名ずつ、２４名の選手が参加し大人から子供まで賑やかに行われました。

この日はこの季節にしては汗ばむくらいの天候で、皆さん汗を流しながら各チーム白熱した試合を

展開。「やったー」とか「惜しいー」などの声がグラウンドいっぱいに広がり、とてもにぎやかな大

会になりました。応援に駆け付けた方々もたくさんおみえになり、あちらこちらで歓声があがって

いました。ホールインワンは１６名いらっしゃいました。 

 参加された方、応援にみえた方、係りの方、皆さんお疲れ様でした。 

 

≪結 果≫ 

 ３位の鹿田彩花さん（志）は、主催者側のミスで当日発表が出来ませんでした。広報紙にて報告さ

せていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全員で準備体操、いちにっ・さんしっ！ 尾島行政区 

船小屋行政区 
志行政区 

津島東行政区 津島西行政区 

成績 団体の部

１位 増田睦子さん 志 船小屋

２位 北島節子さん 津島西 津島西

３位 尋木康次さん 津島東 ―

３位 鹿田彩花さん 志 ―

５位 江口澤子さん 船小屋 ―

5位 松竹　誠さん 尾島 ―

個人の部
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行   事                         

 

 第１１回 水洗校区コミュニティ協議会役員会 
 

日 時：平成２７年１２月２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. 筑後市コミュニティ協議会情報交換会      ９.  その他 

２. 志通学合宿について             １０. 次回の役員会           

３. 信号機設置請願書の協同提出                                

４. 第２回「安全・安心部会」、第１回「運営委員会」   

  での問題点について              水洗校区コミュニティ協議会事務所 

５． 自主防災組織の市からの補助金の使途について   次回役員会：１月６日（水）１９時から 

６.  平成２７年度防災訓練について（案） 

７. バスハイクについて 

８． 広報紙１２月１５日号の原案提示 

     

 
 

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 
（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・・・ 

 今年も残りわずか・・・。師走とはよく言ったもので本当に忙しい毎日です。 

空気が乾燥する時期でもありますし、外から帰ったら「うがい・手洗い」を忘れないようにしましょう。

インフルエンザが流行る時期でもありますので風邪をひかないように、自己防衛は大事な事ですね。 

 少し早いですが、今年もお世話になりました。また来年もよろしくお願いします。良い、お年を・・・。 
 

★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 4 5 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

31

12月 2016年1月

開所日 

カレンダー 

12月19日 （土） 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 筑後市総合福祉センター

子育てサロン「お正月に関するお話し」１０時～ 船小屋公民館

12月28日 （月） バスハイク　申込締切 コミュニティ協議会

1月6日 （水） 第１１回　役員会　１９時～ 協議会事務所

1月8日 （金） 尾島ディサービス 尾島公民館

1月10日 （日） 左義長 水洗小学校グラウンド

1月12日 （火） 船小屋ディサービス 船小屋公民館

1月21日 （木） 津島西ディサービス 津島西生活改善センター

1月23日 （土） エンジョイ広場「尾島カルタ教室」 水洗小学校体育館

1月24日 （日） 第１回水洗校区コミュニティ協議会「バスハイク」 佐賀方面

12月21日 （月）


