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～橘小学校からのおたより～

みなおそう
文化を 郷土を 歴史を

人の和で築こう
楽しく 住みよい橘町
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2日（ 金） 9： 00 老人ｸﾗﾌ゙ 連合会 理事会 橘公 小会議室

3日（ 土） 8： 00 ｽﾎ゚ ﾚｸ ｸ゙ ﾗｳﾝﾄﾞ ｺﾞ ﾙﾌ 橘小ｸ゙ ﾗｳﾝﾄﾞ

5日（ 月） 19： 30 体育協会 定例会 橘公 大会議室

6日（ 火） 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

19： 30 防犯部会 橘公 小会議室

7日（ 水） 19： 30 自治公民館長会 定例会 橘公 小会議室

8日（ 木） 9： 30 民生委員・ 児童委員会 橘公 小会議室

9日（ 金） 20： 00 地域婦人会 定例会 橘公 小会議室

14日（ 水） 19： 30 町子連 幹事会 橘公 小会議室

15日（ 木） 9： 30 ボランティ ア橘会 橘公 小会議室

16日（ 金） 10： 00 歴史研究会 橘公 小会議室

19： 30 青少年教育部会 橘公 小会議室

17日（ 土） 9： 30 ｷｯｽ゙ ﾙー ﾑ～七夕作り～ 橘公 大会議室

18： 30 ｽﾎ゚ ﾚｸ ボウリング ﾒﾘー ﾗﾝﾄﾞ 武雄ﾎ゙ ｳﾙ

19日（ 月） 9： 30 橘ふれあい会 橘公 小会議室

27日（ 火） 8： 30 住民健診結果説明会 橘公 大会議室

30日（ 金） 9： 00 老人ｸﾗﾌ゙ 連合会 理事会 橘公 小会議室

10： 00 おほしさまひろば 橘公 和室

橘 町 の ホ ー ム ペ ー ジ

６ 月２１ 日（ 月）

今年も防災講座と水難避難訓練を行い

ました。 橘町に暮らしている以上は、

水害と向き合っていかなければなりま

せん。

昨年に引き続き消防団の皆様に講座を

行っていただき、 危険個所を確認しな

がらの集団下校で水難避難訓練を行い

ました。

プール開き

６ 月９日（ 水）

この日に多く の学年で今年の初泳ぎ

「 プール開き」 が行われました。 水温

は多少冷たく 感じられたものの朝から

良い天気で、 水の感触を楽しみました。

昨年は、 コロナウイルス感染症対策の

ために行われなかった分を取り戻すよ

う に、 一生懸命に泳いでいます。

防災講座・水難避難訓練

橘 公 民 館 ブ ロ グ

○柿原 直子 さま 【 片 白】

○小池 雅之 さま 【 南片白】

○東島 和子 さま 【 上 野】

（ 亡夫 光孝 さま）

橘公民館では、 夏休みに公民館を開放し、 地域の皆さんと一緒に

遊んだり体験したりする居場所づく りに取り組みます。

具体的には、

宿題、 絵本の読み聞かせ、 ニュースポーツの体験、 公民館サーク

ル活動の体験、 スイカ割り大会、 かき氷作り体験など、 子どもの自

由な発想のもとで、 様々 な活動を支援します。

●開放日時 7月2 1日（ 水） ～ 8月2 4日（ 火）

土日祝日及び盆を除く 平日の午前

夏休みを子ども達と一緒に過ごしてみませんか？

夏休みの期間中、 公民館で子ども達を見守っていただく 地域の皆さんを

募集します！「 〇〇が得意なので子ども達に教えたい」 「 一緒になって

遊びたい」 など、 動機は何でも結構です。 希望される方は橘公民館

（ ℡22-3884） まで連絡をお願いします。

5月29日（ 土） 大坪石材（ 株） 武雄工場にお

いて、 現地見学会が開催されました。

ここの砕石掘削地は、 橘町の水害対策として期

待されている六角川調整池の予定地であり、 見学

者も興味津 で々参加されていました。

０８００－２００－４００４

 通話料： 無料
防災行政無線の音声が聞き取りにく い場合、

放送内容を電話で確認することができます。

携帯電話からでもご利用できます。

第42回PTA新聞コンクールにおいて、 橘小育

友会の広報誌「 ときわ」 が努力賞に選ばれました。

ときわは年2回発行しており、 以前には最優秀賞

の受賞経験もある育友会でも特に力を入れている

活動のひとつであります。 おめでとう ございま

す！

ギャラリー閲覧パスワードは現物紙面で！
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5月31日（ 月） 橘小学校学習農園におい

て、 芋さしが行われました。

毎年、 小学３ 年生が老人クラブの皆さんの

ご指導を受けながら取り組んでいるもので、

みんな楽しみにしている活動です。

6月25日（ 金） 橘小学校学習田において、 橘小5年生による田んぼの学校「 田植え」 が行

われました。 田んぼの学校は今年で21年目。 県内で継続している小学校としては最も古い歴

史を誇ります。

5年生は5月28日に種まきをして、 田植えの日までみんなで苗を管理してきました。 秋に

は金色の田んぼで稲刈りができるよう 、 これからも協力して育てていきましょうね。

６ 月23日（ 水） 橘公民館において、 市の防災講座及び区長会と消防団との意見交換会が行

われました。 例年顔合わせを兼ねて懇親会を開催していましたが、 コロナ禍により形を変え

ての実施となりました。

いざという 時は自主防災組織のト ップである区長と地元消防団との連携が防災のカギとな

るはず。 今後とも協力して町の安全安心を担っていただきたいですね。

６ 月21日（ 月） 橘小学校において、 防災講座及び水難避難訓練が行われました。

昨年に引き続き、 地元消防団の協力のもと、 馬渡副分団長による防災講座、 その後は児童と

一緒に危険個所を確認しながら集団下校を行いました。

消防団と顔見知りになっておく と、 いざという 時にスムーズな避難等につながりますね！

戸別受信機の申込を！～防災・ 減災課からのお知らせ～

昨年から各家庭に設置が進んでいる戸別受信機については、 大雨や火災などの防災情報のほ

か、 町毎、 行政区毎の連絡手段にも使用できます。

例えば、 とか

などに利用できます。 ぜひ、 各家庭に設置をお願いします！

また、 戸別受信機の内容をメールで受け取ることもできます。

ぜひ、 メール登録をお願いします！ QRコード はこちら 

<問合せ> 武雄市 防災・ 減災課  2 3-9 2 2 3

6月18日（ 金） 上野区において、 地域包

括の一環として月に1回第3金曜に公民館が

開放されるよう になりました。

65歳以上が対象で、 初回はｸ゙ ﾗｳﾝﾄﾞ ｺ゙ ﾙﾌ

を実施。 17名もの参加がありました。

ギャラリー閲覧パスワードは現物紙面で！


