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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

≪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・・・
先日、校区の皆さんと一緒にバスハイクに同行しました。西原

村の災害地研修の講話では、日頃からの地域の方の人材把握や交
流の必要性、普段の防災訓練の大切さを教えていただきました。

水洗校区でも2月に防災訓練があります。有事の際、大切な命
を守る知識を身につけるためにも、ぜひ皆さんご参加ください。

★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

筑後市 消防年末夜警＆消防出初式

１２月２８日（土）、年末に多発しやすい災害・犯罪を未然に防

止することを目的に、消防団による市内巡視及び年末夜警が実施さ

れました。

最初に、船小屋公民館において、「水洗消防団活動報告会」がお

こなわれ、水洗消防団の１年間の活動報告や団員紹介、大会・訓練

成果等が報告されました。その後、巡視車が地域へと出発しました。

１月１１日（土）、サザンクス筑後において、「消防出初式」が

おこなわれました。

式典では、消防団の方の表彰等があり、その後、屋外にて分列行

進、一斉放水等がありました。水洗校区からは、水洗消防団（第５

分団２号車）の方が参加され、堂々とした行進をされました。

消防団の皆様におかれましては、日頃より仕事をしながら地域の

防災のためにご尽力いただき、心より感謝申しあげます。今後とも

地域のためによろしくお願いいたします。

守るッ隊の皆さんへ

いつもとうこうを

見守ってくださり、

ありがとうございま

す。おかげで健康に

学校に行けています。

ありがとうございま

した。
(水洗小学校６年児童より)

水洗校区コミュニティ協議会主催

✿ 「水洗校区防災訓練（伝達訓練・防災講話など）」のお知らせ ✿

水洗校区コミュニティ協議会では、実際起こりうる災害に対して迅速な対応ができるよう、

訓練を重ねて身につけることを目的に、防災訓練を開催いたします。

■日 時：令和２年２月２３日(日) 午前９時００分～１１時３０分

■場 所：志公民館

■内 容：

❶情報伝達訓練 ９時００分～ ９時３０分

❷市役所からの防災講話 １０時００分～１０時４０分

❸防災備品の確認と説明 １０時４５分～１１時１５分

❹アルファ米の説明と試食 １１時１５分～１１時３０分
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２月 ３月

当日は、コミュニティ無線
にて放送が入ります。

❷～❹については、校区
の皆様の参加をお待ちし
ています!

【消防出初式】

【消防年末夜警】

2020年

2月号
日　付 曜日 内　　容 場　　所

2月1日 （土） エンジョイ広場「野球教室」　9時～ 水洗小学校グラウンド

2日 （日） 志デイサービス 志公民館

3日 （月） ニコニコデー（船小屋行政区）10時～12時 船小屋公民館

9日 （日） 生活環境部会視察研修　筑後広域公園：9時出発 佐賀市エコプラザ

12日 （水） 尾島地域憩いの場　13時30分～ 尾島公民館

15日 （土） エンジョイ広場「運動遊び」　9時～ 水洗小学校体育館

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

水洗校区防災訓練　※1ページにお知らせ掲載 志公民館

水洗校区福祉会研修会　19時30分～ 志公民館

子育てサロン「おひなまつり」　10時～12時 船小屋公民館

青少年健全育成部会　19時00分～ 船小屋公民館

26日 （水） 尾島地域憩いの場　13時30分～ 尾島公民館

16日 （日）

協議会事務所19日 （水）
第61回役員会　18時～

　（水洗校区コミュニティ協議会「協議の場」）

23日 （日）

25日 （火）
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2 3

左義長・もぐら打ち準備

１月５日（日）、左義長のやぐらやもぐら

打ち用の竹伐りがおこなわれました。

１月１０日（金）、水洗小学校運動場にて、

やぐらの組み立てなどがおこなわれました。

両日とも、地域の方、学校の先生、水洗小

学校PTAの方で手分けして準備がおこなわれ

ました。昨年度より、１月１０日の準備には、

水洗小学校の3年生が 、わらや竹を運ぶ作業

を手伝ってくれています。

★次回★
２／２５（火）１０時～

「おひなまつり」

水洗校区コミュニティ協議会主催

「第４回 水洗校区コミュニティ協議会 バスハイク」に行ってきました！

１月２６日（日）、参加者３７名で熊本方面へ標記バスハイクに

行きました。

最初に、熊本県阿蘇郡西原村にある、らくのうマザーズ阿蘇ミル

ク牧場にて「西原村被災地研修」をおこないました。講師の西原村

議会議員堀田直孝氏より災害時の避難所運営などについて、ご自身

の体験を交えながら貴重なお話をしていただきました。

午後からは、熊本城にて「熊本城復旧視察研修」をおこない、ガイ

ドの方に、災害当時の様子と復旧状況を説明していただきました。

今回のバスハイクは、上記研修をとおして校区内の防災意識の向

上を図るとともに、行政区・年齢を超えた交流で絆を深め校区内の

互助の強化につながることを目的に開催いたしました。とても有意

義な一日となりました。ご参加いただきありがとうございました。

あいさつ運動

１月８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、教育委員会、PTAの方、学校の先生が正門付

近に立たれ、生徒たちと挨拶をかわされました。

第６０回水洗校区コミュニティ協議会役員会
【議題】

１ 市役所（ちっごマラソン大会・小学校再編）

２ 駐在所(日高 様)

３ 協議の場（３回目）

４ 水洗校区福祉会研修会

５ 第1回青少年健全育成部会

６ 今後の主な予定

７ その他（確認事項）

８ 事務局 広報紙 ２月号原案提示 他

～ 次回役員会 ２月１９日（水）１８時より

１月１５日（水）

子育てサロン「節分・豆まき」

１月２７日（月） 、子育てサロンが、親子

１０組、計２２名の参加でおこなわれました。

突然現れた鬼さんにびっくりする子もいまし

たが、「鬼は外、福は内」と言いながら、保護

者と一緒に元気に節分の豆まきができました。

「折り紙教室」

１月２５日（土） 、樋口義信さん （尾島在

住）を講師に迎え、参加者３０名でおこなわれ

ました。

今回体験するのは、折り紙を使ったマジック

です。最初に紙に書かれたイラストに色を塗り、

折っていきます。その後、マジックの仕方を教

わり、みんなで楽しみました。

エンジョイ広場

左義長・もぐら打ち

１ 月 １２日（日） 、水洗小学校運動場にて 、

「左義長・もぐら打ち」が開催され、水洗小学校

の子ども達や学校の先生方、保護者の皆さん、地

域の皆さん、水洗消防団の方が参加されました。

コミュニティ協議会下川会長の「はじめの言葉」

の後、近本秀明様（志行政区長）より「もぐら打

ちの話や作り方の説明」がありました。次に、水

洗小学校川島校長先生より「左義長の話」があり、

左義長の起源などを詳しく話されました。

その後、もぐら打ちを作り「１４日のもぐら打

ち」と言いながらもぐらを追い払いました。最後

に５年、６年の児童代表がやぐらに点火し、勢い

よく燃えるやぐらを全員で見守りました。

今年も多くの方のご協力により、子ども達は水

洗校区の伝統行事を地域の皆さん方と一緒に体験

することができました。この伝統を子ども達も受

け継ぎ、末永く継承されることを願っています。

今年も 、水洗校区の皆さん方が健康で楽しい

１年を過ごせますように・・・。

子育てサロン

「意見交換会（協議の場）」を開催

１月２２日（水）、志公民館において、運

営委員、公民館長、民生児童委員、福祉員の

皆さんにご参加いただき、標記会議を開催し

ました。

今回は、８月に実施したアンケート結果を

もとに 、ワークショップにて校区の特徴や課題の掘り起こしをおこないました。 また 、最後にグ

ループ発表をして参加者全員で共有することもできました。この貴重なご意見を踏まえ、将来を見

据えた地域活動にどのように取り組んでいくのか、今後も協議を重ねていきたいと思います。

一
月
五
日(

日)

一
月
十
日(

金)

お母さん方が作った

「ぜんざい」

もぐら打ち

左義長
の話

昔から、火は
「私たちを守って
くれるもの」「魔
を追い払うもの」
とされてきました。


