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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・・・
あけましておめでとうございます。
今年は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会か開催

されます。新国立競技場も完成し、本当に待ち遠しいです。
皆様、今年もよろしくお願いいたします。

★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

令和２年 年頭のご挨拶

新年のお喜びを申しあげます
水洗校区の皆様におかれましては、令和最初の新年を健やかに迎えられた

こととお喜び申し上げます。

昨年は、水洗校区コミュニティ協議会に対し、多大なるご協力をいただき

誠にありがとうございました。

昨年も異常気象と思われる自然災害が全国で発生し、北部九州を始め東日本一帯は大規模な

水害にみまわれました。矢部川沿いの水洗校区としては、避難訓練など日頃からの備えの大切

さを痛感しています。

さて、市とコミュニティ協議会では、昨年８月に「校区コミュニティ協議会」の現状や今後

の展望を把握するため、協議会が活動している地域を対象にアンケート調査を行ないました。

今後のコミュニティの在り方を模索する上で、貴重な回答や意見をたくさんいただきました。

その中で当協議会への理解度については、「活動に参加したことがある」と答えた方が４９％、

「活動をよく知っている」と合わせると７４％に達しています。当協議会も５年目を迎え徐々

にではありますが、校区の皆さんにご理解をいただいているものと感謝しています。

このアンケートの結果については、これから役員をはじめ多くの皆さんと協議を重ねながら、

これからの水洗校区コミュニティ協議会の充実に役立てたいと考えています。

一方、地域にとっても重大な問題であります「小学校再編計画」については、１２月１１日

の校区説明会のとおり、令和７年度に向けて水洗小学校と古川小学校が合併する案の説明があ

りました。併せて校区コミュニティ協議会も学校再編後の組織の在り方について検討が必要と

なります。いずれにしても、コミュニティ協議会の根幹に関わる問題であり、皆さんと協議を

重ね、慎重に進めてまいりたいと考えています。

これからも、当協議会の活動については広報誌の充実を図るとともに、皆様からのご意見を

十分にお聞きしながら運営に努めてまいります。引き続き 、行政区 、関係団体 、学校そして

コミュニティ協議会が一体となって、地域の活性化やコミュニティ向上のため取り組んでまい

りますので、今年も皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。

水洗校区コミュニティ協議会 会長 下川 廣志

✿ 「左義長（もぐら打ち）」のご案内 ✿

■日時：令和２年１月１２日(日)午前９時～ ■場所：水洗小学校グラウンド

※ 雨天の場合は、左義長ともぐら打ちは中止になりますが、体育館にて

「ぜんざい会」を予定しています。

≪お願い≫ しめ飾りの「だいだい」・「針金」・「プラスチック」等は

必ず外してお持ちください。

～外したり、仕分ける作業で時間がかかりますので、ご協力をお願いします！～

守るッ隊の皆さんへ

いつもおうだんほ

どうで、ぼくたちの

みをまもってくれて

ありがとう。

(水洗小学校２年児童より)

～訂正とお詫び～

先月号（第５８号）の「行事予定」に誤りがありましたので、訂正して

お詫びいたします。 【誤】屋須田神社霊祭 【正】屋須田神社例祭

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1
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19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

１月 ２月

日　付 曜日 内　　容 場　　所

6日 （月） ニコニコデー（船小屋行政区）10時～12時 船小屋公民館

水洗小学校　3学期始業式 水洗小学校

あいさつ運動　筑後中学校　7時45分～8時20分 筑後中学校正門前

10日 （金） 尾島デイサービス 尾島公民館

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

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

筑後市成人式　１１時～ サザンクス筑後

15日 （水） 第60回役員会　１９時～ 協議会事務所

19日 （日） 津島西デイサービス 津島西生活改善センター

尾島地域憩いの場　１３時３０分～ 尾島公民館

水洗校区コミュニティ協議会「協議の場」　19時～ 志公民館

25日 （土） エンジョイ広場「折り紙教室」９時～ 水洗小学校図工室

26日 （日） 第4回水洗校区コミュニティ協議会「バスハイク」 熊本方面

27日 （月） 子育てサロン「節分・豆まき」　１０時～１２時 船小屋公民館

11日 （土）

12日 （日）

サザンクス筑後

８日 （水）

22日 （水）
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楽しく学べます♪

水洗校区コミュニティ協議会主催

✿ 「生活環境部会 視察研修」参加者募集のお知らせ ✿

水洗校区コミュニティ協議会では、よりよき環境を次世代へ残していくために、環境を守る

ことの大切さを学び、環境に対する意識を高めることを目的に、下記の日程で生活環境部会の

視察研修を開催いたします。多くの方の参加をお待ちしております。

■日 時：令和２年２月９日(日) ８時４５分集合、９時００分出発

■集合場所：筑後広域公園駐車場（筑後市のマイクロバスで移動）

■視 察 先 ：佐賀市エコプラザ ■参 加 費 ：無料 ※お茶１本付

■行 程：集合８時４５分 ⇒ 出発９時００分

⇒ 視察１０時００分～１１時３０分 ⇒ 筑後広域公園着１２時３０分頃

■申込方法：参加希望の方は、１月１４日（火）までに下の申込書に記入

していただき、水洗校区コミュニティ協議会までお持ちいただくか、電話でも受付けます。

開所時間は、平日 9時～12時/13時～17時ですが、留守や時間外、閉所の時は郵便ポスト

に入れてもらうか、電話の場合は、お名前・行政区・住所・連絡先（電話番号）を留守電に

入れていただきますようよろしくお願いします。

次回１／２７（月）１０時～「 節分・豆まき 」

「理科教室」

１１月３０日（土）、村上秀昭さん（津島東

在住）を講師に迎え、参加者１４名でおこなわ

れました。

ものの運動について、「予想⇒実験⇒答え」

の流れで進めら

れました。

子ども達は、

予想した理由を

発表し、その後

の実験での思わ

ぬ結果に驚いた

り、予想が的中

して喜んだりし

ていました。

水洗小学校PTA資源ごみ回収の報告

１２月１日（日）、水洗小学校PTA資源ごみ

回収がおこなわれました。校区内の皆さんのご

協力により、多くの

資源ごみが回収でき

ました。ありがとう

ございました。

この収益金は、図

書館の本や６年生卒

業記念植樹用の木の

購入など、子ども達

のために活用されま

す。

あいさつ運動

１２月４日（水）、水洗小学校正門前・児

童昇降口にてあいさつ運動がおこなわれました。

地域の方、PTAの方、先生方などと、元気に挨

拶をかわしました。

花火大会清掃ボランティア

１２月２日（月）、早朝より、恋のくに花火

大会の清掃ボランティアに、水洗校区の方、一

般の方、シルバー人

材センターの方など

多数の方々が参加さ

れました。

沢山の花火のカス

やごみを拾い集め、

公園一帯をきれいに

清掃されました。

寒い中、ありがと

うございました。

第５９回水洗校区コミュニティ協議会役員会
【議題】

１ 市役所

２ 駐在所(日高様)

３ 防災訓練

４ 協議の場(２回目)

５ 年末・年始の主な行事

・水洗消防団活動報告・出初式、新春のつどい・左義長

６ その他(確認事項) ・環境視察

７ 事務局 広報紙 1月号原案提示 他

～ 次回役員会 １月１５日（水）１９時より

１２月１８日（水）

子育てサロン「クリスマス会」

１２月２３日（月）、子育てサロンが、親子

１２組、計２７名の参加でおこなわれました。

最初に歌を歌ったり、絵本の読み聞かせがあ

りました。そしてサンタさんが登場し、子ども

達や保護者の方にプレゼントを配りました。

「年賀状づくり」

１２月７日（土）、水洗小学校の川島義浩校

長先生を講師に迎え、参加者４９名でおこなわ

れました。

パソコンの基本操作について指導を受けた後

は、各自で好き

なデザインの文

字やイラストを

選び、オリジナ

ルの年賀状を作

りました。

元旦に素敵な

年賀状が届くか

もしれませんね。

「しめ縄づくり」

１２月２１日（土）、溝口竹細工

愛好会の皆さんを講師に迎え、参加者３７名で

おこなわれました。

子ども達は慣れない手つきでしたが、一生懸

命に縄をねじりながら編んでいき、力のいる作

業は大人の方に手伝っていただきながら、立派

な「しめ縄」をつくることができました。手づ

くりのしめ縄を飾って、新しい年をお迎えしま

しょう。

エンジョイ広場

「生活環境部会 視察研修」参加申込書

■参加者名 ※全参加者の氏名を記入

■参加人数 合計 名 ■行政区名 行政区

■住 所 ■連絡先 (☎ )

筑後市立小学校再編計画（案）地域説明会（水洗校区）

１２月１１日（水）、志公民館において、標記説明会がおこ

なわれました。 学教教育課からの説明に対し、校区の方より多

くの質問や意見がでました。

親子での参加も
大歓迎です！

～質問や意見を一部抜粋～

・新設校の位置・スクールバスの対象・再編のデメリット・いじめ問題
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