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橘町は大雨の度に内水氾濫による道路の冠水、

家屋の浸水、 農業被害に苦しんでおり、 今般の大

雨水害においても、 過去に例のない浸水を受け、

町民は大変疲弊しています。

こう いった状況を受け、 橘町区長会では、 武雄

市長、 杵藤土木事務所長、 武雄河川事務所朝日出

張所長に対し、 1 0月4日（ 月） に要望活動を行う

予定です。

一刻も早い水害対策が望まれます。

平成1 5年から町ぐるみで交流していた山口県周

防大島町。 今般の８ 月豪雨災害による被災に対し、

『 橘若人の会』 様より、 橘町へ義援金をいただき

ました。

橘若人の会は、 旧橘町の職員有志で組織されて

おり、 毎年交流団が訪問する際の受け入れの準備

や対応をしていただいております。

今年度から定期的な交流はなく なってしまいま

したが、 人的交流がなく ても、 こういう 繋がりの

形があるんだなとしみじみと感じます。

周防大島町の皆さん、 本当に感謝いたします。

～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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1日（ 金） 19： 00 まち協 まちおこし部会 橘公 小会議室

3日（ 日） 【 中止】 町民体育大会・ 橘小運動会合同大会

4日（ 月） 19： 30 体協 定例会 橘公 大会議室

6日（ 水） 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： 00 自治公民館長会 橘公 小会議室

8日（ 金） 9： 30 民生委員・ 児童委員会 橘公 小会議室

9： 30 ふれあい講座～アッちゃん人形を作ろう ～

橘公 大会議室

9日（ 土） 9： 30 キッズルーム～からだ全体で楽しもう ～

橘公 大会議室

11日（ 月） 20： 00 地域婦人会 定例会 橘公 小会議室

15日（ 金） 10： 00 歴史研究会 橘公 小会議室

18日（ 月） 9： 30 橘ふれあい会 橘公 小会議室

19日（ 火） 【 中止】 潮見神社供日奉納相撲大会・ 健勝祈願

20日（ 水） 19： 30 町子連 幹事会 橘公 小会議室

21日（ 木） 9： 30 ボランティ ア橘会 橘公 小会議室

29日（ 金） 9： 00 老人ｸﾗﾌ゙ 連合会 理事会 橘公 小会議室

橘 町 の ホ ー ム ペ ー ジ

お年寄りへの手紙書き

９ 月２ 日（ 木）

今年は、 昨年に続き、 コロナウイル

ス感染症対策のために小学校体育館で

の「 橘町敬老会」 は、 中止になりまし

た。 そこで、 普段からお世話になって

いる橘町のお年寄りの方々にお礼の気

持ちを込めた手紙をお送りすることに

なりました。 公民館を通じて渡してい

ただきましたが、 喜んでいただければ

幸いです。

橘 公  館 ブ ロ グ

○鈴山 輝美 さま 【 片 白】

（ 亡父 邦輝 さま）

○山﨑 勝利 さま 【 小野原】

○柿原 直子 さま 【 片 白】

○中部老人クラブ さま

○区長会・ 自治公民館長会さま

９ 月１ ６ 日（ 木）

昨年度は中止になった武雄中体験入

学が、 今年はリモート で行われました。

藤井校長先生の話に続き、 中学校での

行事や学習、 部活の様子について生徒

会役員の方から説明がありました。 質

疑応答では、 「 新しい仲間とう まく 付

き合うコツ」 を丁寧に教えてもらいま

した。

武雄中リモート体験入学

11月２ 日（ 火） から７ 日（ 日） まで開催を予定している『 第

3 0回橘町ふれあいまつり』 の文化作品展に出展する作品について

は、 「 書」 「 絵画」 「 写真」 「 手芸品」 などのほか、 型にとらわ

れず色んな分野の作品を出展することができます。

例えば、

・橘町の歴史についてまとめたもの

・水害の状況写真等を集めたもの

・押し入れに眠っている昔の懐かしい写真

など、 公序良俗に反しないものであれば、 何でもOKです。

皆さんの応募、 お待ちしています！！

橘郵便局が営業を再開！

先の8月豪雨災害で被災し、 営業を休止

されていた橘郵便局の復旧作業が終了し、

営業を再開されます。

営業再開日

１０月７日（木）
９：００開局
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９ 月24日（ 金） 南片白の国道4 9 8号線沿

いにおいて、 北部老人ｸﾗﾌ゙ 、 交通安全協会橘

支部による秋の交通安全運動街頭キャンペー

ンが行われました。

老人ｸﾗﾌ゙ からはお茶を、 まち協まちおこし

部会からは昨年に引き続き、 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。 町内での交通事故ゼロを目指し、 気を

引き締めて運転しましょう ！

９ 月1 9日（ 日） 各地区において敬老のお

祝い品及び橘小児童からのお祝いのお手紙

が配布されました。

例年、 地域婦人会さんが敬老の日に合わ

せて『 敬老会』 を開催されていましたが、

今年もコロナ禍のため中止となっており、

記念品の配布のみが行われました。

橘町の7 5歳以上の方は、 今年は4 8 7名。

皆様のご長寿をお祝いいたします。

９ 月12日（ 日） 多久市のゴルフ場にお

いて、 スポレク・ ゴルフ大会が開催され

3 9名が参加されました。

結果は以下のとおりです。

１ 位 西村 平（ 南楢崎）

２ 位 山﨑 好行（ 上 野）

３ 位 嘉村 省吾（ 武雄町）

４ 位 野田 勇（ 上 野）

５ 位 馬渡 政利（ 南片白）

９ 月1 2日（ 日） 区長会と自治公民館長

会の合同で、 町内各所の除草作業が行わ

れました。

これは毎年彼岸上り前に実施されてい

るもので、 潮見神社の参道、 かっぱの里

など町内の主要箇所を除草して回られま

した。

今年はタケさんぽウォーキングイベン

ト の開催を予定していたことから、 主催

しているまち協の地域部会員も一緒に

なってコースの清掃等を行いました。

9月2 3日（ 木・ 祝） 橘町まちづく り推進協議会主催で、 3年ぶりに「 タケさんぽ橘コース

ウォーキングイベント 」 が開催され、 1 0 0名を超える参加者がウォーキングを楽しみました。

コロナ禍で色んなイベント が中止となる中で、 そう いう 状況でも何とかみんなで触れ合えるイ

ベント ができないかと模索し、 また、 先の８ 月豪雨災害で暗い影を落としているこの雰囲気を打

破したい、 復旧への弾みとしたい、 そう いう 想いの中での開催でした。

参加者からは「 子どもや孫とふれあえてよかった！」 「 冷たいところてんがおいしかった！」

などの声が聞かれ、 盛況のう ちに終了することができました。

協力いただきました各種団体のみなさん、 お疲れ様でした！

３ 年ぶりに開催 『 タケさんぽ橘コース』 ウォーキングイベント

秋晴れの中、 ウォーキングを楽しむ！
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