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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

発行 橘公民館
館長 田代昌三
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2日～7日 ふれあいまつり 橘公 大会議室

2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： 00 自治公民館長会 橘公 小会議室

7日（ 日） 10： 30 町民駅伝大会 橘小グラウンド

8日（ 月） 9： 30 民生委員・ 児童委員会 橘公 小会議室

19： 30 体協 定例会 橘公 大会議室

10日（ 水） 20： 00 地域婦人会 定例会 橘公 小会議室

15日（ 月） 9： 30 橘ふれあい会 橘公 小会議室

17日（ 水） 19： 30 町子連 幹事会 橘公 小会議室

18日（ 木） 9： 30 ボランティ ア橘会 橘公 小会議室

19日（ 金） 10： 00 歴史研究会 橘公 小会議室

20日（ 土） 9： 30 ｷｯｽ゙ ﾙー ﾑ～カレー作り～ 橘公 調理室

21日（ 日） 9： 00 防災訓練 橘公

26日（ 金） 10： 00 おほしさまひろば 橘公 和室

28日（ 日） 8： 15 史跡ウォーキング 橘町内

橘 町 の ホ ー ム ペ ー ジ

５年生自然教室

10月22日（ 金）

５ 年生が、 黒髪山で自然教室を行い

ました。 例年は宿泊学習を行っていま

したが、 コロナ過の関係で今年は日帰

りの自然教室になりました。

午後は少年自然の家でクラフト 活動

を行い、 有意義な一日を過ごしました。

橘 公  館 ブ ロ グ

○坂本 富士子 さま【 鳴 瀬】

（ 亡義母 菊枝さま）

○田﨑 武敏 さま 【 片 白】

（ 亡妻 美智子さま）

○柿原 直子 さま 【 片 白】

町民の交流の場として毎年開催してきた「 ふれあいまつり」 。

今年もコロナ禍によりステージイベント は中止、 文化作品展のみ

に縮小しての開催となります。

今年は周防大島町との定期的な交流が終了したことに伴い、 文

化作品展と並行して『 周防大島回顧展』 を開催します！

皆さん、 是非一度観に来てく ださいね！

10 月11 日（ 月）

今年も１ ・ ２ 年生が、 大根や人参・

キャベツといった冬野菜の苗植えと種

まきを行いました。 営農教室の方々に

やり方を教えていただき「 大きく なっ

てね。 」 と声をかけながら丁寧に作業

をしていました。 収穫の時期がとても

楽しみです。

冬野菜植え・種まき

日 時 11 月2日（ 火） ～7日（ 日）

9： 00 ～18 ： 00（ 7日は15： 00まで）

場 所 橘公民館

日 時 11 月7日（ 日） 10： 30スタート

場 所 橘小学校グラウンド 発着 町内特設コース

今年度も、 歴史と伝統があふれる橘町内を巡る

橘町史跡ウォーキングを開催します。 皆さんの参

加をお待ちしています。

○日 時 11月28日（ 日） 8： 15集合

※少雨決行

○申込締切 11月17日（ 水） 先着50名

・ 詳細については、 全戸配布したチラシを確認

く ださい。

武雄セラ＆アートフェス
～暮らしの器や手作りのモノ をもとめて～

日 時 11月11日（ 木） ～14日（ 日）

10： 00～17： 00

場 所 中央公園 しばふ広場

問合先 武雄市観光協会 ℡095 4-23 -776 6

10月18日（ 月） 令和元年度に周防大島交流

団として派遣された子ども達（ 現中学2年生）

により、 壁新聞が作られました。

令和3年度に周防大島町との定期交流が中止

となり、 最後の交流団となった子ども達（ 令和

2年度はコロナ禍で派遣中止） 。

歴代の写真を貼り付けて、 思い思いのコメン

ト を付けてもらい、 当時を振り返ることができ

る立派な壁新聞ができました。

出来上がりは『 ふれあいまつり文化作品展』

の中で閲覧することができます。

黒髪山山頂天童岩

ギャラリー閲覧パスワードは現物紙面で！
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10 月9日（ 土） 橘公民館において、 ３ 回

目のキッズルームが開催されました。

今月は３ B体操サークルさんを講師にお

呼びして、 体操やスト レッチをしました。

参加した児童の身体の柔らかさに大人の方

がびっく りしながらも、 楽しく 交流するこ

とができました。

10 月19 日（ 火） 潮見神社において、 秋

季例祭が開催されました。

同日開催されていた供日奉納相撲大会、

健勝祈願が中止となっており、 祭りも簡素

化されて行われました。

早く 賑わいが戻るといいですね。

10月16日（ 土） 相撲連盟及び各区相撲部長

らによる潮見神社の相撲場付近及びかっぱの里

広場付近の除草作業が行われました。

「 相撲大会はなく とも相撲場はいつもきれい

に！」 と自主的に行われたものです。

橘公民館裏の池の周りにあるもみじのライト アップ、 今年もやります！

ここは、 数年前から知る人ぞ知るもみじの名所となっており、 この時期だけライト

アップするよう になりました。

遠く の名所に行く のもいいですが、 まずは地元の名所をご覧になりませんか？

時 期： １ １ 月中旬

時 間： １ ７ ： ０ ０ ～２ ２ ： ０ ０ ※都合により変更となることがあります。

橘町では安全安心のまちづく りをモット ーに自主防災組織の立ち上げや防災マップ

の作成等、 自主防災に力を入れてきましたが、 更なる防災力を高めるため、 毎年防災

訓練を実施しています。

今年はおもやいボランティ アセンターさんの協力を得て、 単に講座を受けるだけの

受動的な訓練ではなく 、 参加型、 体験型の訓練を開催する予定です。

誰でも参加可能です。 この機会に足を運んで、 防災について考えてみませんか？

日 時： １ １ 月２ １ 日（ 日） ９ ： ０ ０ ～１ １ ： ３ ０

場 所： 橘公民館

内 容： AED講習、 消火訓練、 防災グッズの配布・ 体験など

主 催： 橘町まちづく り推進協議会

10 月8 日（ 金） 橘公民館において『 アッ

ちゃん人形を作ろう と』 と題して、 交通安

全教室が開催されました。

アッちゃん人形とは、 道路際に立ってい

るあの人形です。 これを自分で作って自分

の家の前の道路に立ててみよう という 取り

組みで、 今年初めての開催となります。

みんな各々個性あふれる人形ができて、

交通安全への意識も高まったんじゃないで

しょうか。

スマホやパソコンの使い方でお困りの方に無料で相談会を開催しま

す。 マンツーマン指導なので、 自分のペースで相談することができま

す。 希望される方は、 橘公民館まで申し込みをお願いします。

日 時 11月17日（ 水） ※1人1時間程度

①10時～ ②11時～ ③13時半～ ④14時半～

場 所 橘公民館

定 員 12名（ 先着順） ※各時間帯3名ずつ

主 催 NPO SIA佐賀（ シニア情報生活アド バイザー佐賀）

無料

毎年のよう に悩まされる大雨冠水被害を受

け、 10月4日（ 月） 区長会から国・ 県・ 市へ、

要望書が提出されました。

一刻も早い水害対策が望まれるとともに、

個人でも水害に備える自助に努めましょう ！

ギャラリー閲覧パスワードは現物紙面で！


