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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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3日（ 金） 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

7日（ 火） 19： 00 自治公民館長会 橘公 小会議室

8日（ 水） 9： 30 民生委員・ 児童委員会 橘公 小会議室

12日（ 日） 9： 00 各町対抗駅伝大会 武内特設コース

13日（ 月） 20： 00 地域婦人会 定例会 橘公 小会議室

14日（ 火） 19： 30 地域部会 橘公 小会議室

16日（ 木） 9： 30 ボランティ ア橘会 橘公 小会議室

18： 30 まちおこし部会 橘公 小会議室

17日（ 金） 10： 00 歴史研究会 橘公 小会議室

18日（ 土） 9： 30 ｷｯｽ゙ ﾙー ﾑ～ｹー ｷづく り～ 橘公 調理室

20日（ 月） 9： 30 橘ふれあい会 橘公 小会議室

19： 00 青少年教育部会 橘公 小会議室

21日（ 火） 19： 00 まち協等組織改編検討委員会 橘公 小会議室

24日（ 金） 9： 00 町老連 理事会 橘公 小会議室

10： 00 おほしさまひろば 橘公 和室

26日（ 日） 9： 00 親子ミ ニ門松づく り 橘公 駐車場

橘 町 の ホ ー ム ペ ー ジ

芋ほり

１ １ 月４ 日（ 木）

秋晴れの畑で、 ２ ・ ３ 年生が芋ほり

を行いました。 ５ 月３ １ 日に苗を植え

てから約５ か月、 立派なお芋が育って

いました。 老人クラブの方々の手ほど

きを受け、 泥まみれになりながら楽し

く 掘ることができました。 今後、 給食

にも使用し全校で味わう 予定です。

橘 公  館 ブ ロ グ

１ １ 月１ ６ 日（ 火）

きれいに晴れ上がった青空の下、 子

ども達が楽しみにしている青空教室を

行いました。 花まる学習会の富永先生

に説明をしていただき、 縦割り班での

活動を楽しみました。

写真に写っている様子を再現して、

タブレット に取り込む内容でしたが、

班員みんなでアイデアを出し合い、 和

気あいあいの活動でした。

青空教室

11月３ 日（ 水・ 祝） 武雄市文化会館において、 武雄市表彰式・ 武雄市

教育委員会表彰式が行われ、 橘町からは２ 名の方が受賞されました。 受賞

のお祝いと今後のご活躍を祈念いたします。 （ 以下敬称略）

・ 山﨑 定嘉（ 写真左・ 北楢崎） 【 市政功労表彰・ 地方自治部門】

平成25年4月から現在に至るまでの永きにわたり、 武雄市駐在員と

して住民福祉の向上に努め、 市政発展に尽力されている。

・ 石丸 清 （ 写真右・ 大 日） 【 善行表彰】

文化振興のため、 ピアノ 一台を寄贈された。

11月22日（ 月） グランデはがく れにおいて、

佐賀県スポーツ功労者表彰状授与式が行われ、

小田良博さん（ 上野） が『 スポーツ功労者表

彰』 を受賞されました。

小田さんは、 橘町体育協会会長などを務めら

れた功績で平成29年度に武雄市体育功労者表彰

を受賞されており、 その後も佐賀県相撲連盟理

事などを永きにわたりに務められた功績により、

今回の受賞に至っております。

受賞、 おめでとう ございます！

○吉原 貞代 さま【 上 野】

（ 亡夫 敏行 さま）

○野田 義弘 さま【 上 野】

（ 亡妻 信子 さま）

○柿原 直子 さま【 片 白】

○ときわボランティ ア会 さま

○区長会 さま

11月20日（ 土） 橘公民館において、 第４ 回目

のキッズルームが開催されました。

今月はカレー作りに挑戦。 慣れない手つきなが

らも、 みんなでおいしいカレーを作って食べるこ

とができました。 また、 料理の合間に年賀状作り

も学ぶことが出来ました！

ギャラリー閲覧パスワードは現物紙面で！
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1 1月28 日（ 日） 橘町史跡ウォーキングが開

催されました。

今年は北部西コース。 道中の史跡を訪ねて知

識を深めるとともに、 健康ウォーキングを楽し

みました。

おにぎりを提供していただいた『 おにぎり

隊』 の皆さん、 ありがとう ございました！

特別賞を受賞されたみなさん

テーマ 『もう１歩前進』

・松尾和子 （手芸）

・水町彩夏 （書）

・榮岩和浩 （書）

・咲楽会 （生花）

・國平めぐみ （書）

・小栁 満 （陶芸）

・生きいきサロンみなみ （手芸）

・納手サロン乙女会 （立体工作）

・たちばな幼稚園 年長組 （立体工作）

・たちばな幼稚園 年中組 （立体工作）

・橘小２年 生田雄基 （絵画）

・いぶき村 （貼り絵、写真等）

・松尾紀子 （パッチワーク）

・宮下正博 （壁新聞）

・中村ヤヨ子 （折紙細工）

・町子連 （手形虹アート）

・古川宏子 （鉢植え）

・浦本了尋 （絵画）

・橘小学校 ４年 （絵画）

・差形三代子 （編み物）

11月２ 日（ 火） から７ 日（ 日） まで開催された第３ ０ 回橘町ふれあいまつり。 今年は文化作

品展に加えて町民駅伝大会も開催され、 少しづつコロナ自粛からの脱却が図られているよう です。

期間中は584 名の入場者を数え、 昨年を超える賑わいを見せました。 出展いただいた町民のみ

なさん、 出走したランナーの皆さん、 お疲れ様でした！

11 月4日（ 木） 釈迦寺の圃場において、 た

ちばな幼稚園児による稲刈り体験が行われ、 秋

晴れの中、 園児たちが区長さんをはじめ地域の

農家さん達と一緒にコンバインに乗りました。

体験後は、 みんなで田んぼの中でおにぎりを

食べました。 外で食べるおにぎりは本当におい

しいですね！

11 月21日（ 日） 橘公民館において、

防災訓練が開催されました。

武雄消防署から講師を招き、 AED講習

と消火訓練を行いました。 また、 おもや

いボランティ アセンターの協力で防災

グッズの展示実演が行われ、 更なる防災

の意識を高めることができました。

11月7日（ 日） 第33 回町民駅伝大会が橘小学校周辺特

設コース（ ５ 区間6.25 ｋ ｍ） において開催されました。

今年はオープンを含めて８ チームが出場。 大会結果は次

のとおりです。

優 勝 南片白 21 分57 秒

準優勝 上 野 22 分57 秒

第３ 位 小野原 23 分10 秒

第１ 区 野中 譲（ 上 野）

第２ 区 山﨑 亮汰（ 上 野）

第３ 区 高井 花音（ 南片白）

第４ 区 野中 譲（ さわやかクラブ）

第５ 区 大島 広大（ 小野原）
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