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※ 上記行事予定につきましては、新型コロナウイルスの状況により中止・延期の可能性もありますのでご了承ください。

☆ 開所時間 ☆

９時００分～１２時００分／

１３時００分～１７時００分

≪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。
今年の新年の初詣は、新型コロナ感染防止のため、分散して

の参拝が呼びかけられています。また、お正月の楽しみ福袋も
今年は密を避ける工夫をして販売する店が多いようです。

うし年らしく「粘り強く」コロナ対策を徹底し、良い年にな
ることを願っています。

★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

守るッ隊の皆さんへ

いつもありがとうご

ざいます。いっぱいと

もだちができました。

れんぞくさかあがりが

できるようになりまし

た。

(水洗小学校1年児童より)
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※ 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５日）

令和３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、新年あけましておめでとうございます。

昨年は、水洗校区コミュニティ協議会に対し、ご支援ご協力をいただき心

からお礼を申し上げます。

昨年は、自然災害は幸いにも軽微で済みましたが、新型コロナ禍の一年と

なりました。

当協議会におきましても、イベントの自粛や内容の変更を余技なくされ、皆様に大変ご心配

とご迷惑をおかけしました。

残念ながら、コロナの影響は当分収まりそうもありません。引き続き「三密」を避け、マス

ク着用、消毒など十分注意をお願いいたします。校区コミュニティといたしましても、細心の

注意を払い皆様と知恵を出し合ってこの状況を乗り越えたいと考えています。

このような状況ではありますが、昨年は新たに、地元筑後広域公園を利用してのウォーキン

グ大会を開催することができました。

一方では、コロナの影響もあって、守るッ隊の皆様を招待して学校給食を一緒に食べる催し

は中止にいたしましたが、今回は感謝のつどいを学習発表会と一緒におこなうなど新たな発想

も生まれました。

これからも皆様の意見を取り入れたイベントづくりや今までの事業についても創意工夫を重

ねより充実した事業を目指してまいりたいと考えています。

コミュニティの基本であります対話とふれあいの充実を図り、地域、関係団体並びに学校と

連携を深めながら、コミュニティの発展充実に努めたいと思います。今年もよろしくお願いい

たします。

水洗校区コミュニティ協議会 会長 下川 廣志

今年度の「左義長・もぐら打ち」は中止します。

令和３年１月１０日に予定しておりました、毎年恒例の伝統行事「左義長・もぐ

ら打ち」について、１２月１１日の左義長合同委員会にて協議した結果、新型コロ

ナの感染が拡大している状況を鑑み、今年度は中止することにいたしました。

子ども達や地域の皆様におかれましては、毎年開催を楽しみにしておられたこと

と存じますが、皆様の健康と安全を考慮してやむを得ずこの様な決断になりました。

何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
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1月 ２月

日　付 曜日 内　　容 場　　所

水洗小学校　3学期始業式 水洗小学校

みまもり隊 出発式　雨天時：式を体育館で実施 水洗小学校

8日 （金） 尾島デイサービス 尾島公民館

9日 （土） 筑後市消防出初式(式典のみ)　10時～ サザンクス筑後

10日 （日） 筑後市成人式　１１時～ サザンクス筑後

13日 （水） 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

20日 （水） 第71回役員会　１９時～ 志公民館

27日 （水） 尾島地域憩いの場　１３時３０分～ 尾島公民館

1月 7日 （木）
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スタッフとして

筑後市レクリエーション協会

の皆さんが協力

第７０回水洗校区コミュニティ協議会役員会

【議題】

１ 市役所より ５ 守るッ隊 防犯資器材の購入(案)について

２ 水洗小学校より(川島校長先生) ６ 部会の実施状況について

３ 駐在所より(日高 様) ７ その他･･･「みまもり隊 出発式」

４ 組織の見直しについて ８ 事務局 広報紙１号原案提示他

～次回役員会 １月２０日（水）１９時より

１２月１６日（水）

青少年健全育成部会からのお知らせ

✿ １月１３日(水) あいさつ運動 ✿

１月１３日（水）、筑後中学校正門前にてあ

いさつ運動があります。

関係者の皆様、よろし

くお願いします。

NHK 福岡開局 ９０年プロジェクト

みんなが出るテレビ「福岡みんなのリモート運動会」へ 水洗小学校６年生 出演！

１２月１２日（土）１３時５０分からNHK福岡放送にて標記運動会が開催され、水洗小６年生

２６名が競技に参加し、その様子が生放送されました。NHK福岡、福岡県スポーツ振興課、福岡

県レクリエーション協会三者の協力体制のもと、県内２０チームをリモートで結び５種目の競技

がおこなわれました。

当日は水洗小体育館にて、保護者や地域の方の声援を受

けながら、6年生担任永松先生の進行に従い、子ども達は

一生懸命に競技に取り組みました。

コロナ禍の中、スポーツ大会が難しい今だからこそ、県

民の皆様と一緒に、福岡発の新しい試みができないかとの

思いで生まれたこの企画ですが、子ども達にとって思い出

に残る素敵な一日となったようです。

１２月「水洗小PTA資源ごみ回収」中止

１２月６日（日）に予定して

いました「水洗小PTA資源ごみ

回収」は 、新型コロナの影響に

より中止となりました。

尾島行政区

「尾島地域憩いの場」

尾島行政区では、身近で気軽に集える高齢者の居場所「地域憩いの場」が、１２月は９日（水）、

２３日（水）の２回開催されました。

９日は、筑後市健康づくり課の保健師・管理栄養士さんによる「健康についての講話」があり、

区民１６名を含む計１８名が参加しました。

講話では、「フレイル（健康と要介護の中間）」の状態から適切な予防をおこなうことで健康寿

命を延ばせること、そのための栄養・運動・社会参加の重要性を教えていただきました。

唾液腺マッサージや簡単な体操も参加者全員で実践しました。

水洗校区コミュニティ協議会からのお知らせ

✿ １月７日(木) 「みまもり隊 出発式」 ✿

■ 日 時：令和３年１月７日（木）１４時１５分～１５時００分

■ 会 場：水洗小学校 （雨天時は式を体育館で実施）

■ 内 容：警察と協働して、地域全体での見守り活動を目指し、従来の企業からなる「みまもり隊」と

今回新たに拡充した地域コミュニティからなる「みまもり隊」で合同して出発式を実施する。

（当日は地域ボランティア代表として、水洗校区コミュニティ協議会下川会長が挨拶）

立って座って ラケットパス・リレー

心ではかれ！３０秒ピッタリ対決

全集中！まわって まわって 一本足

座って 竹刀素振り 一本勝負

歴史を刻め ９０年 玉入れ

簡単な体操を実践口腔ケアについて 栄養について

職員地域応援隊 水洗校区メンバー紹介

１１月の当協議会役員会において、「職員地域

応援隊 水洗校区メンバー」の隊員７名の紹介が

ありました。リーダー、サブリーダー、隊員から

なる「職員地域応援隊」は、地域活動を応援（お

手伝い）しようと、市職員自らがボランティアで

参加するチームで、「自分たちにできることを、

できる範囲で行う」を活動の基本としています。

「職員地域応援隊」は１１月６日の発足ととも

に各協議会からの派遣依頼の受け付けが始まっており、当協議会においても「職員地域応援隊」の

応援をいただきながら、主催する事業のさらなる活性化に向けて取り組んでいきたいと考えていま

す。

水洗校区メンバー


