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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（ 月） 19： 30 体協 定例会 橘公 大会議室

4日（ 水） 19： 00 地域部会 橘公 小会議室

5日（ 木） 9： 30 ふれあい講座「 書き方教室」 橘公 大会議室

6日（ 金） 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

19： 30 自治公民館長会 定例会 橘公 小会議室

7日（ 土） 13： 30 ふれあい講座「 ラジオ教室」 橘公 大会議室

8日～10日 たちばな体験活動事業 波戸岬

10日（ 火） 20： 00 地域婦人会 定例会 橘公 小会議室

12日（ 木） 9： 30 ふれあい講座「 書き方教室」 橘公 大会議室

19： 30 消防団 役員会 橘公 小会議室

13日～15日 公民館休館

16日（ 月） 9： 00 ふれあい講座「 絵画教室」 橘公 大会議室

13： 30 橘ふれあい会 橘公 小会議室

18日（ 水） 19： 30 町子連 幹事会 橘公 小会議室

19日（ 木） 9： 30 ボランティ ア橘会 橘公 小会議室

20日（ 金） 10： 00 歴史研究会 橘公 小会議室

25日（ 水） 19： 30 認知症予防講座① 橘公 大会議室

27日（ 金） 9： 00 老人ｸﾗﾌ゙ 連合会 理事会 橘公 小会議室

30日（ 月） 19： 30 認知症予防講座② 橘公 大会議室

橘 町 の ホ ー ム ペ ー ジ

７ 月１ ５ 日（ 木）

武雄市の税務課から講師をお招きし、

租税教室を開催しました。 「 安心・ 安

全で豊かな暮らしや平等に受けられる

教育」 は、 税金によって成り立ってい

ることを学びました。 同時に納税の大

切さも学び、 大人になったらきちんと

税金を納めるよう になろう との思いを

もちました。

代表委員会

７ 月５ 日（ 月）

運動会についての代表委員会が開か

れました。 今年も昨年に引き続き、 新

型コロナウイルス感染対策のため午前

中だけの開催となりますが、 子ども達

は、 思いを込めて『 みんなで協力し、

笑顔いっぱいのたのしい運動会にしよ

う 』 という スローガンを決めました。

６年生租税教室

橘 公  館 ブ ロ グ

スポレク『 ゴルフ』 は、 今月の館報と一緒に配

布しているチラシをご覧く ださい。

７ 月1 7日（ 土） に開催されたグラウンド ゴル

フ大会の結果は次のとおりです。

皆さんお疲れ様でした！

◆優勝 黒川和好（ 片 白）

２ 位 中村文則（ 小野原）

３ 位 松尾良喜（ 南片白）

橘町まちづく り推進協議会では、 平成1 5年から山口県周防大島町

（ 旧橘町） との交流を、 橘小学校と連携しながら続けてきましたが、 周

防大島町の人口減少等に伴い相互の交流が希薄になってきたこと、 周防

大島町でお世話になっていた宿泊場所が閉鎖されたことなどから、 令和

２ 年度をもって定期的な交流は中止することに決まりました。

しかしながら、 この交流事業は毎年小学６ 年生の思い出作りの場とし

て定着していたことから、 今後は目的を『 青少年の育成』 に絞り、 これ

まで同様橘小6年生を対象として『 たちばな体験活動事業』 と名称を変

えて継続していく ことが、 橘町まちづく り推進協議会において決定され

ました。

今年は、 波戸岬少年自然の家へ、 8月8日（ 日） から1 0日（ 火） まで

の2泊3日で体験学習へ行く ことが決定し、 現在準備を進めているとこ

ろです。 体験活動の中では、 バーベキューなどの野外炊飯を始めシュ

ノ ーケル体験やヨット 体験など、 海がない橘町で

は経験できないことを中心に予定を組んでい

ます。 みんなで素晴らしい思い出を作ろう ！

７ 月1 7日（ 土） に開催されたボウリング大会

の結果は次のとおりです。

今年の商品は全てフルーツで、

参加者は大喜びでした。

皆さんお疲れ様でした！

◆優勝 角 哲也（ 二 俣）

２ 位 野田正幸（ 二 俣）

３ 位 山下和吉（ 南楢崎）

○柿原 直子 さま 【 片 白】

○橋口 龍彦 さま 【 二 俣】

（ 亡母 エイ さま）

○石橋 淳子 さま 【 納 手】

（ 亡母 キミ エ さま）

ギャラリー閲覧パスワードは現物紙面で！
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７ 月1 8日（ 日） 南片白区の高速高架下

において、 地域婦人会と交通安全協会橘支

部による夏の交通安全県民運動（ ７ 月1 2

日～2 1日） 広報活動が行われ、 通行され

た運転手さんにお茶と橘産さがびよりを配

布しながら安全運転を呼びかけられました。

橘町は平野で見晴らしがいい分、 逆に油

断して交通事故が多いという 声もあります。

皆さん、 安全運転を心掛けましょう。

農業委員・農地利用 適化推進委員が交代されます

橘町を担当する農業委員さんらが任期満了に伴い交代されます。

新しい委員さんを紹介します。 【 任期： 令和3年7月2 0日～令和6年7月1 9日】

※写真左から順に

中村 和仁（ 南楢崎）

松尾 隆博（ 納 手） ※新任

小柳 滿（ 二 俣）

差形 勝見（ 小野原） ※新任

西村 栄義（ 南楢崎）

７ 月1 7日（ 土） 橘公民館において、 今

年１ 回目のキッズルームが開催されました。

今月はみんなで七夕飾りづく り。 短冊に

願いを書いたり、 飾りを作ったりと楽しく

飾り付けを行いました。 みんなの願い事が

かなうといいですね。

出来上がった七夕飾りは、 しばらく 橘公

民館のホールに飾っておきます。 みんな見

に来てね！

農業委員とは・ ・ ・ 主に農地転用等についての相談

を受け、 農業委員会総会等に出席し審議して、 意見

を 終的に決定する。

農地利用 適化推進委員とは・ ・ ・ 農地売買の相談、

新規就農希望者からの相談に対しアド バイスを行う

など、 主に現場活動を行う 。

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『 あつまれ！とき

わっ子』 事業。 今年初めて開催しましたが、 毎日3 0名前後の児童が公民館を訪れ、 オセロ、

けん玉、 風船遊び、 ニュースポーツ・ 公民館サークル活動の体験など、 子どもの自由な発想の

もとで、 各々好きなことをして過ごしています。

●開放日時 ～8月24日（ 火） 9時～11時半 ※土日祝日及び盆を除く 平日

地域の方から山崩しを教えてもらう 公民館サークルを体験

7月2 1日（ 水） から新しく 本の貸出コーナーを設置しました。

10 0冊あるこの本は、 武雄市図書館からお借りしたもの。 特別に橘公民館での貸し出しがで

きるよう になりました。

貸出期間は2週間。 1 0 0冊の本は2か月で入れ替えとなります。

児童の夏休みに合わせて設置したこともあり、 児童向けの本を中心に置いていますが、 今後

要望を聞きながら、 大人向けの本も充実させていく 予定です。

■貸出受付

・ 公民館職員にお声掛けく ださい。

■返却方法

・ 公民館職員へ返却く ださい。

※公民館職員がいない時間外や休日は

借りることができませんので、 ご注

意く ださい。

※お互いに連携しながら活動します

ギャラリー閲覧パスワードは現物紙面で！


