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橘 町 の ホ ー ム ペ ー ジ

不審者対応避難訓練

５ 月７ 日（ 金）

不審者に対応するための避難訓練を行いま

した。 不審者（ 役） が校内に現れてから３

分間ほどで全員が避難することができまし

た。 避難後は生活指導担当からの「 イカの

おすし」 についての話を真剣に聞く ことが

できました。

橘 公 民 館 ブ ロ グ

○柿原 直子さま 【 片 白】

○中村 モモヨ さま【 南楢崎】

（ 亡夫 章さま）

○西部老人クラブ さま

○ときわボランティ ア会さま

５ 月１ ９ 日（ 水）

１ ・ ２ 年生合同の「 学校探検」 を行いまし

た。 グループに分かれて先輩の２ 年生が、

１ 年生を案内しました。 探検した場所では、

２ 年生が用意したクイズを解きながら楽し

く 学校中を探検することができました。

おのちゃりが橘町に！

ケーブルワンで放送されている『 おのチ

ちゃり』 の撮影が橘町で行われました！

放送予定日

番組『 サプライフ！』 の中で放送

6月3日(木)19 :0 0/20 :00 /2 2 :00/24 :0 0

6月4日(金)6 :0 0/9 :0 0/1 2 :00 /14 :0 0

※続きは6 月1 0日から毎週木曜に４ 回程度

に分けて放送予定

１・２年生学校探検
2日（ 水） 19： 30 青少年教育部会 橘公 小会議室

4日（ 金） 19： 30 地域部会 橘公 小会議室

7日（ 月） 19： 30 【 中止】 体協定例会 橘公 大会議室

8日（ 火） 9： 30 民生委員・ 児童委員会 橘公 小会議室

13： 30 まち協等理事会 橘公 小会議室

14： 30 区長会 定例会 橘公 小会議室

9日（ 水） 19： 30 自治公民館長会 定例会 橘公 小会議室

14日（ 月） 20： 00 地域婦人会 定例会 橘公 小会議室

16日（ 水） 19： 30 町子連 幹事会 橘公 小会議室

17日（ 木） 9： 30 ボランティ ア橘会 橘公 小会議室

18日（ 金） 10： 00 歴史研究会 橘公 小会議室

10： 00 おほしさまひろば 橘公 和室

21日（ 月） 9： 30 橘ふれあい会 橘公 小会議室

23日（ 水） 19： 30 区長会・ 消防団打合せ 橘公 大会議室

25日（ 金） 8： 30 住民健診 橘公

14： 00 田んぼの学校「 田植え」 橘小 学習田

橘町まちづく り推進協議会では、 第3 0回ふれあいまつりに向け理事会

が開催され、 そのテーマが決定されました。

今年は『 もう 1歩前進！』 。 昨年から続く コロナ禍で、 社会にいろんな

停滞感が漂う 中、 町民みんなで1歩でも前進していこう ！という 気持ちか

ら決定しました。

今年も文化作品展を開催します。 テーマに沿った作品には素敵な賞品

をご用意していますので、 皆さんの応募、 お待ちしております！

※詳細は館報９ 月号と一緒に配布するチラシをご覧く ださい。

今年のテーマは『 もう 1歩前進！』

東京五輪の聖火ﾗﾝﾅー に、 野中譲さん（ 上

野） が選ばれ、 5月9日（ 日） 有田町を走ら

れました。

野中さんは長野五輪の際にｻﾎ゚ ﾄーﾗﾝﾅー とし

て聖火ﾘﾚー を走られており、 今回の当選には

感慨深いものがあったそう です。

野中さんは「 町民の皆さんのたく さんの応

援に感動しました。 今後も陸上を通じて恩返

ししていきたい」 と語られました。

◇グラウンド ゴルフ

７ 月３ 日（ 土） 橘小グラウンド

※チラシは6月館報と一緒に配布

◇ボウリング

7 月1 7日（ 土） ﾒﾘ ﾗーﾝﾄﾞ 武雄ﾎ゙ ｳﾙ

※チラシは7月館報と一緒に配布予定

※ゴルフは９ 月予定、 ピンポンは未定

さわやかスポレク（体育協会）

ギャラリー閲覧パスワードは現物紙面で！


