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☆ 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
（お正月休み：１２月２８日～１月５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≫ 

ひとこと・・・
あっという間に１２月がやってきました。年賀状を書いたり、大掃除をし

たり、なにかと忙しない季節ですが、車の運転には気をつけたいものです。
ほんの少しの油断が、大きな事故につながることもあります。

無事、今年一年を終え、ゆっくり除夜の鐘を聞きながら新しい年を迎え
ましょう。

★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」
１１月１６日（土）水洗小学校において標記大会が開催されました。各

行政区から、選手（計１２０名）・実行委員・審判員・集計員・スポーツ

推進員・ラジオ体操指導士・救護係・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。

晴天の中、スポーツを楽しみながら、校区内の子どもから高齢の方まで

行政区を超えた交流ができました。また、準備運動にラジオ体操もおこな

い、健康増進にもつながったようです。

クラブを初めて手にする子には、大人の方が手を添え丁寧に使い方を教

えてありました。会場は歓声と笑いにあふれ、最後の表彰式も大変盛り上

がりました。船小屋行政区の石橋公子さんより賞品を提供していただいて

おります。この度は、多くの皆様にご参加いただきありがとうございました。

水洗校区コミュニティ協議会主催

✿ 「バスハイク」のご案内 ✿

水洗校区コミュニティ協議会では、下記日程でバスハイクを開催いたします。校区内の多世代

交流、および防災に関する研修を目的に実施いたします。多くの方の応募をお待ちしております。

■日 時：令和２年１月２６日(日)８時１５分集合、８時３０分出発

■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）※お茶１本付

■申し込み：１２月２日号の回覧「バスハイクのご案内」の別紙、

参加申込書に記入してください。

■申込締切：１２月２０日（金）協議会必着
隣組で取りまとめ、各行政区長さんまで(尾島は、担当総代さんへ)

※定員４０名になり次第〆切りとします。※昼食を希望される方は、

バイキングとなります。(料金：65歳以上1,200円、大人1,600円、

中高大学生1,300円、小学生900円)

当日徴収しますので、お釣りがないようにご準備ください。

～詳細については、回覧「バスハイクのご案内」をご覧ください。～

守るッ隊の皆さんへ

月曜から金曜まで

毎日立ってくれてあり

がとうございます。

これからも見守って

ください。そして、こ

れからも元気でいてく

ださい。これからもよ

ろしくお願いします。
(水洗小学校３年児童より)

【 行程 】

午前：西原村被災地研修
↓

昼食：阿蘇ミルク牧場
マザーズキッチン(バイキング)

↓

午後：熊 本 城
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１２月 １月

✿ 筑後市立小学校再編計画（案）説明会開催のご案内 ✿

標記について、下記日程で説明会が開催されます。校区の皆様、ぜひご参加ください。（チラシ全戸配付）

■日時：令和元年１２月１１日（水）１９時より ■会場：水洗小学校 体育館

１位 下川スミ子 津島東C 下川スミ子 釘島　久子 松熊　俊昭 尾島A 本村　希以 船小屋A 佐藤　岸子 津島東A

２位 釘島　久子 船小屋C 佐藤　岸子 大神はるみ 永松　盛生 尾島B 大神はるみ 船小屋B 尋木　將三 津島東B

３位 永松　盛生 尾島B 尋木　將三 堤　　正通 小川美智子 尾島B 釘島　久子 船小屋C 下川スミ子 津島東C

４位 佐藤　岸子 津島東A 村上　忠己 堤　　敏子 石橋　博 尾島C 井上　高一 船小屋D 中村　幸生 津島西A

５位 石橋　博 尾島C 北島フキ子 日高　健一 安徳　洋一 尾島C 下川シツ子 志D

個人賞 ホールインワン賞【１４名】

(敬称略)

特別賞1位 特別賞2位

津
島
東

船
小
屋

日　付 曜日 内　　容 場　　所

水洗小学校ＰＴＡ資源ごみ回収　雨天：12/8に延期 水洗校区内

屋須田神社霊祭（火の神様） 船小屋若宮神社

花火大会清掃ボランティア　7時30分～ 筑後広域公園芝生広場一帯

ニコニコデー（船小屋行政区）　10時～12時 船小屋公民館

4日 （水） あいさつ運動　水洗小学校　7時45分～8時20分 水洗小学校正門前

7日 （土） エンジョイ広場「年賀状作り」　9時～ 水洗小学校パソコン室

尾島地域憩いの場　１３時３０分～ 尾島公民館

筑後市立小学校再編計画(案)説明会　19時～ 水洗小学校体育館

15日 （日） 津島西デイサービス 筑後市総合福祉センター

18日 （水） 第59回役員会　18時～ 協議会事務所

21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

23日 （火） 子育てサロン「クリスマス会」　10時～12時 船小屋公民館

24日 （火） 水洗小学校　2学期終業式 水洗小学校

25日 （水） 尾島地域憩いの場　１３時３０分～ 尾島公民館

28日 （土） 年末夜警 船小屋公民館

筑後広域公園

　芝生広場一帯
12月　1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

11日 （水）

2日 （月）
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★次回★
１２／２３（月）１０時～

「クリスマス会」

「バドミントン教室」

１１月９日（土）、参加者２５名でおこなわ

れました。尋木栄次さん(津島東在住)

と数名の指導者の方に、バドミント

ンの基本と楽しさを教えていただき

ました。子ども達はすぐに夢中にな

り熱心にラケットを振っていました。

民生委員・児童委員および

主任児童委員の紹介

民生委員・児童委員および主任児童委員の任

期満了に伴い、一斉改選がおこなわれました。

新たに就任された標記委員さんは下記のとお

りです。なお、任期は、令和元年１２月１日か

ら令和４年１１月３０日までの３年間となりま

す。

また、前任の委員の皆様には、長きに亘り社

会福祉の増進にご尽力いただき、心より感謝申

しあげます。

「クリスマス用ミニツリー作り」

１１月２５日（月）、子育てサロンが、親子

７組、計１６名の参加でおこなわれました。

今回は、親子でかわいいミニツリーの飾り付

けをおこないました。キラキラのモールを巻い

たり、お星様を取り付けたりしました。

子育てサロン

志行政区

「通学合宿」

１１月４日（月）～９日（土）の５泊６日、

志行政区にて通学合宿がおこなわれ、１年生

から５年生までの１６名が参加しました。

地域の方に支えら

れながら、子ども達

はこの合宿で、多く

のことを学ぶことが

できたようです。

農事組合法人「いまでら」

新米の贈呈

１０月２９日（火）、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、選手の皆さんに

新米１５０㎏が贈られました。

毎年、地域貢献の一環として、区内住民の方

に新米が贈られており、今年で４年目になりま

す。この新米を食べて、今後益々ご活躍される

ことを応援しています。

「左義長」の準備が進められています。

毎年１月に左義長がおこなわれていますが、

現在、その準備が進められています。

１０月２２日（祝）には、PTAの方や地域の

方々で、やぐらやもぐら打ち用のわらの準備が

おこなわれました。今後、１月初旬に竹伐り、

本番前日にはやぐら組み等がおこなわれる予定

です。多くの方のご協力により、この伝統文化

が継承されています。

エンジョイ広場
尾島行政区

「尾島の文化祭」

１１月２日（土）、３日（日）、尾島行政区

にて文化祭が開催さ

れ１１１名の来場者

がありました。

区民の方が制作し

た素敵な作品の数々

が展示され、多くの

お客様がゆっくりと

鑑賞されていました。

鑑賞した後は、ぜ

んざいもふるまわれ、

皆さん文化の秋を満

喫してありました。

あいさつ運動

１１月６日（水）、筑後中学校正門前にてあ

いさつ運動がおこなわれました。地域の方や市

の教育委員会、PTAの方、学校の先生が正門付

近に立たれ、

寒い中、元気に

「おはようござ

います。」と生

徒たちと挨拶を

かわされました。

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

１１月３日（日）、サザンクス筑後にて標記

発表会が開催されました。

水洗小学校からは、５年生の佐藤芽衣さんが、

「ガウディとわたし」という題名で発表しまし

た。

佐藤さんは、困難を乗り

越え、あきらめないで取り

組む建築家ガウディの意志

の強さに感銘を受け、自分

のこれまでを振り返りなが

ら、自身の夢の実現に向け

た想いを見事に発表されま

した。

矢部川河川美化「ノーポイ」運動

１１月１０日（日）標記運動が開催されまし

た。船小屋２７名、津島東４７名、津島西３５

名の参加者（尾島・志からも参加）でごみ拾い

をおこない、河川敷をきれいにしました。

第５８回水洗校区コミュニティ協議会役員会
【議題】

１ 市役所(学校再編に関する説明・防災備品申請)

２ 水洗小学校より(川島校長先生)

３ コミュニティに関するアンケート結果説明

４ 多世代交流事業(バスハイクについて）

５ ちっご祭 恋のくに花火大会、公園清掃活動

６ その他(確認事項)

・環境視察 ・防災訓練

７ 事務局 広報紙 １２月号原案提示 他

～ 次回役員会 １２月１８日（水）１８時より

１１月２０日（水）

～よろしくお願いいたします！～

宿
題
の
時
間

食
事
の
後
片
付
け

買
い
物
や
調
理 担当地域 氏　名(敬称略)

 尾　島  近本　崇子

 尾　島  三河　峯子

 船小屋  山口　淳子

 志  近本　洋子

 津島東・西  北島　静子

主任児童委員 水洗小学校校区  村上　ヤスコ

民生委員
児童委員


