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令和元年１１月１日発行 水洗校区コミュニティ協議会 第５７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

☆ 開所時間 ☆

９時００分～１２時００分／

１３時００分～１７時００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・・・

１１月は、大相撲の九州場所が始まります。相撲といえば、先月、RKB

テレビで、津島東の秋津島浪右衛門を取り上げた放送がありました。

寒くなってくると、星空がよりきれいに見えるような気がします。今年は、

しし座流星群が１１月１８日（月）に見られるそうです。（出現期間１１月

５日～２５日頃）皆さん、夜空を見上げてみませんか。

★協議会、広報へのご意見・感想、または地域の情報をお寄せください。

水洗校区コミュニティ協議会 牛嶋 真由美

水洗校区コミュニティ協議会主催（基本事業）

✿「令和元年度（第１８回）水洗校区グラウンドゴルフ大会」開催のお知らせ✿
恒例となりました、水洗校区のグラウンドゴルフ大会を、下記により開催いたしますので

お知らせいたします。

１ 開催日時 令和元年１１月１６日（土）午前９時開始
（役員、実行委員、審判員、集計員のみなさんは午前８時集合）

※ 雨天の場合は体育館にてペタンク競技を行う予定です.。

２ 場 所 水洗小学校グラウンド

※ 雨天時は水洗小学校体育館

３ 参 加 者 水洗校区の各行政区４チーム

（参加者は、１０月中に各行政区より選出していただいております。）

水洗小学校PTA 家庭教育学級研修会

✿ 「子どもの危機と保護者の役割」✿
～子どもはじぶんのSOSに気づこう

大人は子どものSOSを受け止めよう～

のお知らせ

標記研修会が、下記日程で開催されます。

■日時 １１月１０日(日)

１０時２５分～１２時

■場所 水洗小学校 体育館

■対象 水洗小学校５･６年生

水洗小学校児童の保護者

地域の子育てに関心のある方

■講師 NPO法人にじいろCAP代表理事 重永 侑紀 氏
1999年よりにじいろCAPを立ち上げ、子どもへの暴力防止プログラ

ムなどを実践。年間およそ1万人の子どもの話を聞き、600回の講演

をするにじいろグループの代表として「すべての子どもが『生まれて

きてよかった』と思えるまちづくり」をスローガンに日々活動中。

健全育成事業「ちっご教育の日」関連事業

✿青少年健全育成のための意見発表会✿

のお知らせ

標記発表会が、下記日程で開催されます。

水洗小学校児童の発表もあります。皆さん、

ぜひご参加ください。

■日時 １１月３日(日)

１０時～１２時 (受付９時３０分)

■場所 サザンクス筑後 小ホール

■内容 小学生テーマ・中学生テーマ

「伝記を読んで思うこと」「私の夢」

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6 7
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24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

１１月 １２月

✿ＰＴＡ資源ごみ回収のお知らせ✿

１２月１日（日）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８日（日）に延期になります。
水洗校区内の皆様方のご協力をお願いします。

ご協力を

お願いします

守るッ隊の皆さんへ

いつも、朝からぼ

くたちを見守ってく

ださって、ありがと

うございます。

毎日声をかけてく

ださって、とてもう

れしいです。
(水洗小学校５年児童より)

【水洗校区からの発表者】

水洗小学校 ５年 佐藤 芽衣 さん

題名 「ガウディとわたし」

日　付 曜日 内　　容 場　　所 日　付 曜日 内　　容 場　　所

尾島の文化祭　10時～16時 尾島公民館 津島西デイサービス 津島西生活改善センター

志デイサービス 志公民館

4日 （月） ニコニコデー（船小屋行政区）10時～12時 船小屋公民館

志通学合宿 志公民館 尾島天満神社　本座祭 尾島天満神社

20日 （水） 第58回役員会　19時～ 協議会事務所

24日 （日） 津島東デイサービス 津島東公民館

8日 （金） 尾島デイサービス 尾島公民館

9日 （土） エンジョイ広場「バドミントン教室」　9時～ 水洗小学校体育館

27日 （水） 尾島地域憩いの場　13時30分～ 尾島公民館

30日 （土） エンジョイ広場「理科教室」　9時～ 水洗小学校図工室

船小屋行政区花壇の花植え（ノーポイ終了後） 船小屋公民館・鉱泉源公園

屋須田神社霊祭（火の神様） 船小屋若宮神社

11月2(土)3(日)

3日 （日）

サザンクス筑後

（小ホール）

4(月)～9(土)

ちっご教育の日

青少年健全育成のための意見発表会

　10時～
筑後広域公園11月17日 （日）

ちっご祭～恋のくに花火大会～2019

　16時～20時

　悪天候の場合は、中止

筑後広域公園

　芝生広場一帯

12月1日 （日）

水洗小学校ＰＴＡ資源ごみ回収

　雨天：12/8に延期
水洗校区内

第9回まかない飯グランプリ

　9時30分～16時　雨天決行

25日 （月）
子育てサロン

　「クリスマス用ミニツリー作り」

　10時～12時

船小屋公民館

16日 （土）
水洗校区グラウンドゴルフ大会

　9時～（雨天時：ペタンク）
水洗小学校

第6回 市町村対抗 福岡駅伝

　12時スタート　雨天決行

矢部川河川美化「ノーポイ」運動

　（詳細は2ページ）

船小屋・津島東

津島西・河川敷

水洗小学校ＰＴＡ家庭教育学級研修会

　10時25分～12時
水洗小学校体育館

6日 （水）
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

10日 （日）
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８/２７大雨災害(台風１７号含む)校区意見交換会
～水洗校区自主防災組織～

市の防災安全課、道路課、水路課、かんきょ
う課、コミュニティ協議会役員、消防団、駐在
所の方々で標記意見交換会をおこないました。

～意見交換会の内容（一部）～
・浸水、冠水箇所の把握（地図に記載）
・報告「災害時の情報伝達」「堰の作動･操作」

「被害状況、災害時要援護者への対応」
・要望「自主避難所開設時間について」

「災害ゴミの処分、家の消毒について」
「道路冠水情報の発信について」

★ 次回 ★

11／25(月)10時～
クリスマス用

ミニツリー作り

「むかしのおはなしと折り紙の創作教室」

９月２８日（土）、河野龍子さん(志在住)と

絵本コンシェルジュの緒方美千子さんを講師に

迎え、参加者２６名でおこなわれました。

子ども達は、むかしのお話に熱心に聞き入り、

お話の世界の楽しさを体

験したようです。絵本に

登場する、あおむしの折

り紙も作りました。

矢部川船小屋地区かわまちづくり協議会主催イベント

「 矢部川で川遊びしよう！ 」

９月２９日（日）、中ノ島公園周辺において、

標記イベントが開催され、2,000名を超える来

場者がありました。水辺では、桟橋の通行やカ

ヌー体験もできました。

矢部川に、子ども達の

笑いがあふれ、昔の賑わ

いが復活しました。

「科学実験教室」

１０月５日（土）、村上俊史先生と羽犬塚元

気たいの皆さんを講師に迎え、参加者５６名で

おこなわれました。

実験で起こる不思議な現象に、「なぜ？どう

して？」と、子ども達の探

究心が育まれたようです。

科学の魅力に夢中になった

一日でした。

１０月２８日（月）、子育てサロン「公園へ

行こう」が、親子７

組、計１４名の参加

でおこなわれました。

子ども達は、一緒

に遊具で遊んだり、

元気に芝生の上を駆

け回ったりました。

子育てサロン

志行政区

✿ 「通学合宿」がおこなわれます！✿

志行政区にて合宿がおこなわれます。地域で

子ども達の共同生活を温かく見守りましょう。

■日程 １１月４日(月)～１１月９日(土)

５泊６日

■場所 志公民館

■対象 志行政区の小学１年～６年生

■趣旨 子ども達だけでの共同生活をおこない、

基本的な生活を体験させることで、自

主性・社会性を養い、自分の役割を果

たす態度を育てるとともに、みんなで

やりとげることの楽しさを体験させ、

連帯意識の向上をめざしています。

尾島行政区

✿ 「尾島の文化祭」のお知らせ✿

尾島行政区にて文化祭が開催されます。沢山

の作品が展示されます。ぜひご来館ください。

■日時 １１月２日(土)、３日(日)

１０時～１６時

■場所 尾島公民館

■展示作品(予定)

パッチワーク、水墨画、絵手紙、大人の塗り絵

パステル画、生け花、樹脂粘土造花、押し花

タペストリー、車のシートカバー、鍋つかみ

銘々皿、ラグマット、布絵本、写真、かかし

衣装、油絵、書道、七宝焼、エプロン、バック

✿ 矢部川河川美化「ノーポイ」運動✿

のお知らせ

清流矢部川の美しい自然環境を次世代へ残し

ていこうと、標記運動が開催されます。

多くの方のご参加をお願いします。

■日時 １１月１０日(日)※雨天時:中止(小雨決行)

■集合場所・時間

船小屋行政区 午前8:00開始 若宮神社

津島東行政区 午前8:30開始 八幡神社

津島西行政区 午前8:30開始 津島西生活

改善センター

※ 尾島と志の方は、どこで参加していた

だいても構いません。

「竹細工教室」

１０月２６日（土）、溝口

竹細工愛好会の皆さんを講師

に迎え、参加者１９名でおこ

なわれました。

紙やすりでバランス良く竹

を削り作った竹とんぼは、遠

くに飛ばすことができました。

また、カラフルな風車もで

きあがり、回して遊びました。

エンジョイ広場

✿ 「第６回 市町村対抗 福岡駅伝」✿

のお知らせ

水洗校区にて駅伝が開催されます。

沿道での応援よろしくお願いします！

■日時 １１月１７日(日) １２時スタート

■場所 筑後広域公園

■筑後市の選手紹介(年齢順)

中富春妃・松崎那菜・中富結花・冨永湧平

田邉真之・橋本涼・田中紗衣・深野雄大

保坂健太・下川一貴・大谷剛明・大久保正利

入江英樹・藤松孝宏

(当日走るメンバーは、この中から選ばれる予定です。)

文

化

第５７回水洗校区コミュニティ協議会役員会
【議題】

１．市役所(市町村対抗福岡駅伝・中学校通学路改良工事)

２．水洗小学校より(川島校長先生)

３．青少年健全育成のための意見発表会

４．矢部川河川美化「ノーポイ」運動

５．コミュニティに関するアンケート調査

６．多世代交流事業バスハイク ９．その他(確認事項)

７．環境問題に関する視察研修 １０．事務局

８．防災訓練 広報紙１１月号原案提示 他

～ 次回役員会 １１月２０日（水）１９時より

◆ １０月１６日（水） ◆子ども会対抗 綱引き
優勝「水洗スマイル」準優勝「ミラクル」

１０月１９日（土）、ちっごスポーツフェス

ティバル２０１９inタマスタ「子ども会 陸上競

技・綱引き大会」が開催されました。

水洗校区からは、綱引きに２チームが出場し、

優勝と準優

勝という好

成績を収め

ることがで

きました！
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