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ひとこと・・・ 
  今年も残りわずかですね。みなさんにとってどんな年でしたか？色々なことがあった１年だっ

たと思います。２０１９年どんな１年になるか楽しみです。元気で笑いの絶えない、そんな１年

になればいいなぁと思います。笑う事は、心や体にとても良いそうですよ。免疫力アップ！ 
  来年の干支は「亥年（いのしし）」。猪突猛進になりすぎないような一年になる事をお祈りしま

す。今年も大変お世話になりました。来年もよろしくお願いします！   
  ★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 井口 由吏 

  

                      

  
                                                                                            

                              ☆   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  

                              （お正月休み：12 月 29 日～1 月 6 日）                           
≪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≫ 
 

   

    
   

 
 

 

 １１月１７日（土）、前日降った雨の影響で水洗小学校のグラウンドコンディションが心配されま

したが、当日は快晴でグラウンドも問題なく使用できるという事で開催できました。 

 各行政区から選手・実行委員・審判委員・集計委員・スポーツ推進委員・救護・事務局、その他応

援の皆さんが集まり、賑やかにスタートしました。 

 多世代、行政区を超えた交流が出来ました。慣れない手つきの子ども達に、大人の方が手取り足

取り教えてくれたり、ホールインワンした時には、大きな歓声が上がり、微笑ましい光景も見る事

ができました。 

 最後は、表彰式や抽選会で大変盛り上がり、無事終了しました。船小屋行政区の石橋真二さんよ

り、抽選会の賞品を提供していただきました。ありがとうございました。 

 来年も、多くの方が交流出来ますように、参加して下さいね。 
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２回 本村　めい 船小屋B

安徳　洋一 尾 島 C

石橋　楓花 船小屋A

井上　高一 船小屋B

下川　紘一 船小屋C

  下川　学 志　A

井上　愛羅 志　A

尋木　啓二 津島東A

尋木　史枝 津島東B

村上　ヤスコ 津島東B

北島　幹夫 津島西B

ホールインワン賞

１回

１位 ２位

津島東Ａ 船小屋B

佐藤　安雄 壇　美和子

佐藤　岸子 溝上　尚武

村上　親生 井上　高一

村上　一彦 野口文太郎

中島千代香 本村　めい

尋木　啓二 本村　けい

団　　体

１位 尋木　啓二 津島東A

２位 下川　紘一 船小屋C

３位 尋木　史枝 津島東B

４位 北島　一雄 津島西C

５位 野口文太郎 船小屋B

個　　人

尾島 
船小屋 

津島東 
津島西 

志 

子ども達は、点数集計の時間を使

ってニアピン大会を行いました☺ 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
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30 31

12月 2019年1月

入賞・ホールインワン賞 
おめでとうございます！ 

日　付 曜日 内　　容 場　　所

12月15日 （土） エンジョイ広場「しめ縄づくり教室」９時～ 水洗小学校体育館

16日 （日） 津島西デイサービス 筑後市総合福祉センター

22日 （金） 水洗小学校　2学期終業式 水洗小学校

25日 （火） 子育てサロン「クリスマス会」　１０時～１２時 船小屋公民館

28日 （金） 年末夜警 船小屋公民館

筑後市消防出初式　９時～１１時４０分

新春・筑後市出発式　１２時～１３時１５分

７日 （月） ニコニコデー（船小屋行政区）10時～12時 船小屋公民館

８日 （火） 水洗小学校　３学期始業式 水洗小学校

あいさつ運動　筑後市中学校　7時45分～8時20分筑後中学校正門前

第４８回役員会　１９時～ 協議会事務所

１１日 （金） 尾島デイサービス 尾島公民館

１２日 （土） 左義長・もぐら打ち　９時～　雨天時：体育館 水洗小学校グラウンド

１３日 （日） 筑後市成人式　１０時５５分～ サザンクス筑後

20日 （日） 津島西デイサービス 津島西生活改善センター

21日 （月） 子育てサロン「節分・豆まき」　１０時～１２時 船小屋公民館

26日 （土） エンジョイ広場「折り紙教室」９時～ 水洗小学校図工室

サザンクス筑後1月5日 （土）

９日 （水）

https://4.bp.blogspot.com/-tap-4_bgqig/VIKnAnx9sRI/AAAAAAAApa4/2mquW9WT1SA/s800/christmas_santa_hello.png
https://4.bp.blogspot.com/-tap-4_bgqig/VIKnAnx9sRI/AAAAAAAApa4/2mquW9WT1SA/s800/christmas_santa_hello.png
https://1.bp.blogspot.com/-AuibAmDzmmw/VkqPPgc6ZaI/AAAAAAAA0iQ/tvtpcrtMANU/s800/toshikoshi_soba_animal.png
https://3.bp.blogspot.com/-GCKpHvUQ5K0/UYzZa6ZVyhI/AAAAAAAAR5o/K4XeD3K1ia4/s800/joyanokane.png
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 １２月２日（日）、水洗小学校 PTA 資源ごみ回収が行われ、校区内の皆さんのご協力により、多

くの資源ゴミが回収が出来ました。ありがとうございました。 

  この収益金は、子ども達の学習プリント用冊子や図書館の本、６年生卒業記念植樹用の木の購入

に充てられます。 

   

 

 

 

【議題】  
１． 県南公園内の遊具設置要望 
２． グラウンドゴルフ大会（健康・福祉部会事業）の反省    

３． 水洗校区コミュニティ協議会の 
今後について考える（継続） 

４． 防災訓練について 
５． 年末・年始の主な行事について 
６. 事務局より 

・広報紙１２月１５日号の原案 その他   
   ～ 次回役員会 １月９日（水）１９時より ～  

           

１２月５日（水）

 

 １１月２６日（月）、８組１０名のお子さんとお母さん・お父さんが参加され、「おはなし会」が

開催されました。クリスマスに向けて「牛乳パックを使ったサンタクロース」を、お話ししながら

作りました。お子さんの為に、それぞれ色々な工夫をしながら一生懸命に作られ、かわいい「サン

タクロース」が完成しました。お母さんの横でお子さんが「まだー？」と聞いている姿がとてもか

わいく微笑ましい光景でした。作業の後は、お楽しみのおやつタイム。みなさん、おやつを食べな

がらお話しが弾んでいました！ 

                              

                         

                         

                        

                         
 

 １１月１０日（土）、参加者３８ 

名でバドミントン教室が行われまし 

た。尋木栄次さん（津島東）を講師 

に迎え、指導者数名の方とバドミン 

トンを楽しみました。下級生と上級 

生に分かれ練習しました。子ども達 

の上達の速さに感心しました。 

 

                             

 １１月２４日（土）、参加者３３ 

名でミニ畳を使った花台作り教室が 

行われ、近本秀明さん（志公民館長） 

を講師に迎え、畳のお話しを聞いた 

後に作業に入りました。お家にある 

畳のミニチュアのような花台を作り 

ましたので、何を飾るか楽しみです 

ね。いい体験が出来ました！ 

 

  
好奇心が旺盛‼ 
何にでも興味が湧く時期かな？ 

 １１月２５日（日）、矢部川河川敷「ノーポイ運動」が行われました。本年度の式典は古川校区（桑

鶴行政区・竈門神社）で行われました。水洗校区では、船小屋・津島東・津島西行政区が矢部川堤

防沿いにあるということで毎年行われております。昨年から、生活環境部会の呼びかけで校区全体

に参加をお願いしています。 

 マイクロプラスチックの問題が話題になっている中、公園の宿の下あたりの河川敷には多くのプ

ラスチックゴミがあり、可燃物・不燃物も回収されました。中には、不法投棄と思われるような物

もあり、残念な気持ちにもなりました。 

 年々、ゴミの量は減ってきたと言われますがまだまだ多くのゴミがあります。「今年は拾うゴミが

なく、回っただけで終わったね」と言えるような状況に少しでも近づけるように「ゴミが落ちてい

ない水洗校区」を目指して行きましょう！多くの皆様のご参加、ありがとうございました。  

一生懸命に作った後は、みなさんお話ししながらおやつタイムです。 

道端にもゴミが 
落ちていました 

朝早くからお疲れ様でした！ 土手や河川敷のあちら

こちらにゴミ発見！ 

 １２月５日（水）、水洗小学校正門

前であいさつ運動が行われました。

 登校してくる子ども達は、「おはよ

うございます！」と大きなな声であ

いさつをし、１日をスタートさせま

した。寒い季節ですが、子ども達は 

元気いっぱいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これなーに？ 

下級生 上級生 

こうやって作ります。

楽しい時間を過ごしました！ 完成品 

 

 現在、広報ちくごは毎月１日・１５日に発行されていますが、来年 

の１月号より毎月１日・１回の発行になります。それに伴い、水洗校 

区コミュニティ協議会広報の発行も 15 日発行から１日発行へ変更す 

る事になりました。    
 

            よろしくお願いします！ 元気に頑張ります！ 
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