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11月17日 （土） 水洗校区グラウンドゴルフ大会

18日 （日）

場

所

平成３０年１１月１５日発行

9時～（雨天時：ペタンク） 水洗小学校

津島東デイサービス

津島東公民館

津島西デイサービス

津島西生活改善センター

第８回まかない飯グランプリ

９時３０分～

水洗校区コミュニティ協議会 第４５号

発行：水洗校区コミュニティ協議会 〒833-0014 筑後市大字尾島７６０番地１
ＴＥＬ/ＦＡＸ：０９４２（６５）６９００
Ｅ-mail：suisen6900@fuga.ocn.ne.jp

雨天決行

筑後広域公園
第５回 福岡駅伝

１２時スタート

雨天決行

24日 （土） エンジョイ広場「和ろうそく教室」９時～
25日 （日）

矢部川河川敷「ノーポイ運動」（詳細は３ページ ）
船小屋行政区

１０時～１２時

船小屋公民館
船小屋若宮神社

エンジョイ広場「科学実験教室」９時～

水洗小学校図工室

あいさつ運動

筑後中学校

第47回役員会

１８時～

7：45～8：20

協議会事務所

16日 （日） 津島西デイサービス

筑後市総合福祉センター

日 月
5
12
19
26

金
2
9
16
23
30

土
3
10
17
24

10 月２2 日（月）の子育てサロンは、公園散歩
の予定でしたが、肌寒いという事で、急遽船小屋
公民館で開催しました。６組１３名の参加で、段
ボールを積んだり、トンネル遊びをしたり、歌を
歌ったりと、たくさん遊んで楽しく賑やかな時間
を過ごし、おやつの時間もおはなしが弾みました。

筑後中学校正門前

水洗小学校体育館

11月
火 水 木
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

１月の左義長が楽しみです！

船小屋公民館

15日 （土） エンジョイ広場「しめ縄づくり教室」９時～

25日 （火） 子育てサロン「クリスマス会」

毎年１月に左義長が行われていますが、やぐらやも
ぐら打ちで使用されるわらの準備が、１０月２０日
（土）に行われました。地域の方のご尽力により、伝
統ある行事が継続出来ている事を感謝しないといけま
せん。３ヶ月も前から準備されている事をご紹介させ
ていただきました。当日までに、まだまだ準備が続き
ます。関係者の皆さん、本当にありがとうございます。

雨天：９日に延期 水洗校区内

3日 （月） ニコニコデー（船小屋行政区）10時～12時

4
11
18
25

河川敷

屋須田神社霊祭（火の神様）

2日 （日） 水洗小学校ＰＴＡ資源ごみ回収

5日 （水）

船小屋・津島東・津島西

花壇の花植え（ノーポイ終了後） 船小屋公民館・鉱泉源公園

26日 （月） 子育てサロン「おはなし会」
12月1日 （土）

水洗小学校図工室

１０時～１２時

船小屋公民館

段ボールは万能な遊び道具になります

12月
☆
開所時間 ☆
日 月 火 水 木 金 土
９時００分～１２時００分／
1
１３時００分～１７時３０分
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
※ 時間内でも外出している場合があります
16 17 18 19 20 21 22
お休み：土・日・祝
23 24 25 26 27 28 29
30 31

≪仕事の都合で開所日、開所時間や昼休みの時間が変わる事もあります≫
ひとこと・・・

気がつけば１２月が目の前、靴下が手放せない季節になりました。私の苦手な季節がやってき
ます。まもなく「こたつ」が登場、食卓では「鍋物」の回数が増えるご家庭が出てくるでしょう。
暖かい部屋に居ることもいいですが、寒くても体を少し動かすだけで、体の中からポカポカにな
りますよ。無理せず、試してみませんか？元気な心と体で年を越す準備をしましょう。
平成も残り半年になりました。次の元号は何になるでしょうね。

★協議会、広報へのご意見、ご感想、または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
４

井口

由吏

１１月４日(日)、サンコアにおいて「青少年健全育成のための意見発表会が行われました。
小学生が『伝記を読んで思うこと』、中学
生が『筑後市の未来と私』、
『私の夢』とい
うテーマで、市内小中学校から 14 名のみ
なさんが発表しました。
水洗小学校からは、北島彰子さん（5 年
生）が、野口英世の伝記を読んで、
「あきら
めない心」という題名で感じた事、学んだ
事をしっかりと発表出来ました。
北島さんが学んだ事として、①相手の立
立派な発表でした
みなさん、お疲れ様でした！
場になって考えて行動する事、➁困難な事が
あっても目標に向かってあきらめない、という事を 2 つ挙げ、自分の考えや想いを堂々と伝えた
素晴らしい発表でした。

１２月２日（日）８時から、水洗小学校ＰＴＡ資源
ごみ回収が予定されています。
雨天の場合は、１２月９日（日）に延期になります。
資源ごみ回収のお知らせのチラシが全世帯に配布され
ます。水洗校区内の皆様方のご協力をお願いします。
１

１０月２８日（日）、水洗小学校のグラウンドにて「志行政区運動会」が行われました。通学合
宿と交互に行われる為、２年に１回の開催になります。
お子さんから高齢者の方まで、多くの住民の方が参加され、それぞれ競技中には応援の方から
の声援が多く飛び、参加される方もより一層力が入った賑やかで楽しい運動会でした。
絶対に
食べて
やる‼

9 月 29 日（土）、河野龍子先生(志在住)を講
１０月２０日（土）、溝口竹細工愛好会の方５名
師に迎え、「手芸教室」を開催、志の方々にお手 を講師に迎え、参加者２５名で行われました。
伝いいただきました。４０名の参加で、女の子
風車と竹とんぼをそれぞれ作製しましたが、竹
が多い中、男の子も色々なアイデアで作品を完
とんぼでは、羽をバランスよく削るのが大変だっ
成させました。
たようで何度も確認しながら作業をしていました。
かわいい作品が出来ました

竹とんぼ製作中

たくさん食べてね
カレー
美味しい

釣れんなぁ

足がなかなか
抜けません！

風車製作中
どんな作品を作ろうかな？

どっちも頑張れ！

１０月２８日（日）
、尾島公民館にて毎年恒例の「尾島ふれあいデー」が行われました。この日
は、子ども達から高齢者の方まで多くの参加があり、ちっご祭りで恒例になった「段ボールで段
弾！団‼」を、尾島ルールで行われ、大人と子どものチームに分かれ賑やかな声が公民館に響き
渡っていました。
ボランティア・保護者の方が一緒になり、焼きそばやたこ焼き、ポン菓子を作り、参加されたみ
なさんに振る舞われ、みんなで一緒に食べる光景も見られました。
子どもから高齢者の
方まで、多世代交流
が出来ました！

みんなで食べると
美味しいね

みなさん、上手に出来ましたね！

例年、１１月の第１日曜日に行われていました、矢部川河川敷「ノーポイ運動」は、今年度は、
第４日曜日に変更になっております。
水洗校区では、船小屋・津島東・津島西行政区の矢部川沿いで行われます。行政区内の方に限ら
ず、水洗校区内にお住まいのみなさん、多くの方のご参加をよろしくお願いします。
日にち：平成３０年１１月２５日（日）

焼きそば・たこ焼き
間もなく出来ます！

何個積めたかな？
まだまだいけそう！

１０月２９日（月）、津島西行政区の農事組合法人「いま
でら」よりソフトバンクホークス２軍選手寮「若鷹寮」にて、
選手のみなさんに新米 150 ㎏が贈られました。
毎年、地域貢献の一環として行政区内の住民の方に新米が
贈られており、若鷹寮の選手のみなさんも津島西行政区民と
して贈られて今年で３年目になります。
今年は惜しくもウエスタンリーグ２位と悔しいシーズンで
したが、最近までタマスタで頑張っていた選手も、シーズン
終了前に１軍で活躍できましたので、他の選手のみなさんも
贈られた新米を食べて元気に頑張っていただきたいですね。

２

雨天時：中止
（小雨決行）

≪集合場所・時間≫
船小屋行政区 ８：００ 開始 若宮神社
津島東行政区 ８：３０ 開始 八幡神社
津島西行政区 ８：３０ 開始 津島西生活改善センター
※ 尾島と志の方は、どこで参加いただいても構いません
１１月７日（水）

【議題】

津島西農政区長の中村勇次さんより、
高橋純平投手へ新米が手渡されました！

１．コミュニティ協議会会長・事務局長会議
６．多世代交流事業（グラウンドゴルフ）
（10/22）について
の詳細について（健康・福祉部会）
２．防災講演会（10/20）に参加して
７．環境設備見学について・・・見学内容の
３．水洗校区避難所（志公民館）
再確認など（生活環境部会）
の締結について
８．避難訓練の計画について（安全・安心部会）
４．通学路の危険箇所点検について
９．その他
５．水洗校区コミュニティ協議会の今後に
１０．事務局より
ついて考える（継続）
～ 次回役員会 １２月５日（水）１８時より ～
・広報紙１１月１５日号の原案 その他
３

