
回 覧

門扉の内側に侵入しての盗難行為も多く、街全体に被害が広がったり、
盗難行為がエスカレートする危険性も懸念されます。

ご近所での留守宅の見守りや、散歩、パトロール時等の見守り、声かけ等、
地域全体での警戒意識が必要です。ご協力お願い致します。
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みんなで守ろう:

お花をとっていかないで !

美しが丘北自治会
'



美しが丘北公民館企画
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覧回

光が丘&美しが丘北&隈の皆さんヘ

令和 2年 1月 1日

どんど焼き実行委員会

令和2年 (子年)どんど焼きのご案内
令和 2年のスター トも、パチパチとはじける景気のいい竹の音とともに始めませんか ?

光が丘・美しが丘北・隈合同実行委員会 (有志)による「どんど焼き」にご参加ください |

「どんど焼きJとは、多くは正月一四日または一五日に野外で門松などの新年の飾り物を集めて焼く。その火で

焼いた餅(も うや団子を食べると病気をしないと力、書き初めの紙をこの火にかざして高く舞い上がると書道が上

達するという伝統行事です。レ゛判期 より

子どもたちが「ふるさとJを肌で感じ、地域のみなさまの心がふれあう場になつてくオ1オtばと
の思いで地域の有志が計画します。

日 時 :令和 2年 1月 12日 (日 曜日)AV1 9:3o～ 12:00
*年男、年女 (子年生まオつ の方による点火式を予定していますので、AM"30までにお集まり下さ

い 。

*雨天でも決行しま丸

*当 日は、筑紫太鼓の演奏とぜんざい 。豚汁・焼きいも・カッポ酒の用意をしてお待ちしていま丸

会 場 :筑紫東小学校グラウンド

員会からのお願し

1)ダイオキシンの発生防止の考えに基づき、プラスチックやビニール類などの飾りのものや組などは事前

に取り除いて来てくださし、

2)また、橙 (だいか う、みかんなども処分に困りますので、 1)同様に劫 勲 しヽま九 ´

3)ご家庭で残つたり、金分にある「動 があれは モチよっていただければ幸い観

近年、お餅が不足していますこよろしくお願いしま丸

ランティア

やぐら作りなどの作業ボランティアを募集しま規 楽しく仲間作りを兼ねて参加しませんか?

前日1月 11日 (D 13100～ 16:00頃まで 竹取・やぐら作りなど

当日1月  12日 (日 ) 800～ 12:00頃まで 実施及び後片付けなど

お手伝いできる方は世話人までご連絡下さい。

※ 美しが丘北 石井 徹  (926-6926)
※ 光が丘   田中 浩司 (926-3076)
※ 隈     高石 光幸  (926-0859)



令和 1年度 筑紫東小学校区 (美北、西小日、隈、 苦測 スポーツ振興会主催

寒い日が続きます。少し 出て身体を動か

上とコミュニティのためペタ〕 実施します。

1～ 3位のチームには、豪華賞品を準備しています。
小さいお子さんには、遊びの体験コーナーを準備しています。是非ご

参加<ださい。

<大会内容>

1 日時:2月 16日 (日 )

9時 30分関会 13時終了予定 ※受付9時 15分から

場所 :筑紫東小学校体育館

内容 :① 室 内 ペ タ ン ク大 会 (1嘩 4年生以上～大人)

※3人 1組で対戦します。
※1～ 3位まで豪華賞品を準備します。

② 体験コー十一
※小さなお子様には、輪投げを準備します。
※温かい飲み物も準備しますが、各自ご持参いただいてもOKです。

注意事項 :①参加希望は、1月 15日号広報「ちくしの」に合わせて配布する申込み書に

必要事項を記入の上、各区公民館「郵便受」に投函されるか、次のメールアド
レスに申し込み<ださい。
kouminkan3@bikitan.∞m(美北/AN民館 :申込時は、参加者氏名、行政区、

希望種日、年齢等を記載ください。)

②運動の出来る服装と上靴、タオル等ご準備<ださい。

③市民災害活動補償保険の範囲内で、怪我等に対応します。
おFD5い合わせ :筑紫東小学校区スポーツ振興会会長 八尋正喜 (090-9565-7234)

馬市、光が丘、

２

３

参加申込書け、

1月 15日号こ―

緒に配布じ審す。

絡め畑ιI勝、

2月 7日 (金 )



令和元年度

自分のため瑾]ご近助に役に立つ

何気ない日常の中で、はずみでつまずいてヒヤっ
としたという経験はありませんか ?

いつ しか自分も歳を重ね、うっかり転んで骨折…

などということもあります。
一緒に運動を楽 しみながら、転倒に

ついて再認識 してみましょう !

転倒予防こ運動につらlτ

1月 25日 (土)lo:oO～ 11:30

渡 利恵 氏邊

電話、FAX、 ホームページ、EメーJレ t

①氏名 ②住所 ③電話番号 ④年齢

または窓□にて直接、

をお知らせ<ださい。

筑紫野市健康推進課
運動指導士



高齢者・障がい者の :彙lbを追求する
回覧

≪相談事項≫ ※ 成年後見制度 (法定後見・ 任意後見)

として、身体能力の低下時から支援する

型 について相談をお受けします。

※ 相続 (遺産分割)、 遺言、財産管理、

葬儀 0納骨等の死後事務、遺品整理

★房覧密をご協妻瑯 ち

日  時 /令 和 2年 1月 17日 (金)

午前 10時～午後 3時   予約不要

場  所 /『筑紫野市生涯学習センター』学習室 3.4

筑紫野市二日市南 1丁目9-3

主  催 /NPO法人 高齢者・障害者安心サポー トネット

相談員・理事長森山 彰 (公証人OB)他
お問い合わせ先 /当法人 筑紫出張所まで

筑紫野市二日市中央5丁目3番 16号

TEL& FAX 092-921-2130

後  援 /筑紫野市 /ン


