
9:30 センター

10:00 中止

17:30 センター

15 月 18:30 センター

1 月 センター 15:30 センター

センター 10:00 中止

センター 13:30 中止

センター 19 金 19:00 センター

5 金 センター 7:20 各拠点

13:30 中止

センター 24 水 19:00 センター

センター 26 金 10:00 UPR野球場

10 水 センター 29 月 18:30 センター

3 水

～燃やせないごみの日～

9 火

18:45 ふれあい運動定例会

9:00 老連理事会

19:00

オレンジほっとサロンin則貞民児協月例会

まちづくりサークル

18:30 コミュニティ役員会 支え合い会議

12 金

16 火

オレンジほっとサロンin五十目山

自治連理事会

広報部会

～古紙の日～

9:30 母推定例会
17 水

ひよこミルク

13:30

おんだ翼例会 恩子連定例会

23 火
自治連あいさつ運動

オレンジほっとサロン

おんだ翼役員会

13:00 がん検診 ひよこランド　中止

9:00 交通役員会 子ども委員会定例会

6月号（485号） 

  

世 帯 数  ６，148戸  （+38）   

総 人 口 １２，507人  （+59） 

恩 田 校 区（４月末） 

 男：６，１５１人 （+50） 

 女：６，３５６人 （+ 9） 

※予定が変更になることがあります。各団体にお問合せ下さい。 

○発行年月日  :  令和２年6月１日 
○発   行 ： 恩田ふれあいセンター 
          コミュニティ推進協議会 

○TEL/FAX ： (0836)21-0349 
                （恩田ふれあいセンター） 
○コミュニティHP  :  www.onda.ube.com  

 新型コロナウィルス感染拡大防止のため、利用者の皆様にはご不便をおかけすることがあると思いますが、 
 

安全に利用していただくことを第一に考えてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 
 

 ※５月２０日（水）から貸館を再開しましたが、上記のことに気をつけてご利用ください。 
 

                                        （ふれあいセンター館長 山本） 

ふれあいセンターを利用する際の 

                                               留意事項 

１ 体調不良の方は利用できません。 
 
２ マスク着用、咳エチケットの徹底 
 
３ 手洗い、手指のアルコール消毒 
 
４ 部屋の換気（30分に1回） 
 
５ 出席者間の距離を確保する。 

  （概ね2ｍ） 
 
６ 飲食は禁止 

 
７ 感染者が出た場合に、参加者と連絡 

  が取れる体制の確保 
 
８ 利用後の消毒にご協力お願いいた 
  します。 

2m 



民生委員・児童委員は、守秘義務があり、活動上で得た秘密を守りますので、安心してご相談ください。

宇部市恩田地区民生児童委員協議会 宇部市校区福祉委員
民生委員任期：令和元年１２月１日～令和４年１１月３０日（３年間）

所属区 氏　名 所属区 氏　名

1 岡村　美和子 　1区 1 大和田　明 1

2 中野　悦子 　2区　 2 中村　博之 2

2－3 西山　康子 　2-3区 2－3 木村　寿子 2－3 連携
　2-5区　　 2－5 國元　憲二 2－5 協働活動
　21区 21 山下　和幸 21

4－1 下瀬　　亨 　4-1区 4－1 小林　比呂志 4－1

　4-2区　 4－2 梶本　忠男 4－2

　4-3区 4－3 大石　一雄 4－3

4－4 花谷　洋子 　4-4区 4－4 長谷川　耕二 4－4

　5-1区(一部)　五十目山町11・１２番　草江三丁目１１番

　末広町7・8番　岬町三丁目1～8番　区外

山本　光子 　5-1区(一部)　草江一丁目8番五十目山町5・6・9・10・13～15

7－2 伊藤　光義 7－2

7－3 中川　實 7－3

　5-2区　 5－2 竹光　俊晴 5－2

　16区 16 秋繁　照夫 16

7－1 鈴川　優見 　7-1区 7－1 鈴川　優見 7－1

13 今津　福江 　13区 13 吉永　寛邦 13

14－1 兼安　元子 　14－1区 14－1 清水　源五 14－1

　14－2区　　 14－2 加藤　優 14－2

　14－4区 14－4 東川　康英 14－4

　14－6区 14－6 藤野　知美 14－6

　14－3区　　 14－3 垣内　武秀 14－3

　29区 29 横屋　幸児 29

　30区 30 河野　通信 30

　14－5区　 14－5 木本　茂利 14－5

　15区 15 原田　幸雄 15

　17区　 17 堀　征夫 17

　18区　 18 河村　広幸 18

　19区　 19 奈須　通博 19

　20区 20 佐々木定義 20

　22－1区　 22－1 田辺　健治 22－1

　22－2区　 22－2 中村　俊晃 22－2

　27－3区 27－3 米藤　一志 27－3

23 是永　伸二 　23区（一部）　野原一丁目　野中一丁目

　23区（一部）野原二丁目　恩田3丁目～5丁目　　

　野原一丁目6-15（好生園）　区外　・　２４区 24 林　功 24

　25区　 25 廣政　始 25

　27-４区 27－4 眞田　幸枝 27－4

　27-5区（一部）恩田二丁目5・6・10～１番２・１７・２７ 27－5 下田　唯志 27－5

　27－1区　 27－1 德久　隆弘 27－1

　27－2区 27－2 藤本　照男 27－2

　27－5区（一部）　恩田二丁目7～9 27－5 下田　唯志 27－5

　27-6区 27－6 花島　正英 27－6

4－1 昜永　貴子

23 林　　孝子

＊担当する民生委員・児童委員、主任児童委員の連絡先は、恩田ふれあいセンター☎（21）0349までお問合せください。

会長　垰野統久　福祉委員と同じ目的で地域福祉に貢献する仲間として地域における役割を分担しながら一心同体となって働いていきます

福祉委員任期：令和２年４月１日～令和３年３月３１日

大久保　正勝

27－5 前田　隆

27－1 山根　和人

14－5 高山　秀二

19

27－6 井上　玲子

27－3 高志保德子

主任児童委員恩田地区全域

23

23 藤重　英子

奈須　通博

23 藤本　隆俊

5－2 竹光　俊晴

14－6 正路　睦代

30 垰野　統久

2－5 大谷　定弘

4－3 村上　悦子

田中　雅栄 　5-1区(一部)7-2区　7-3区　岬町三丁目7・87－2

担　　　当　　　区 担当区
福祉委員民生委員・児童委員

令和2年6月1日号（485号）

5－1 竹内　俊文 5－15－1

Q 自粛の今、どう過ごしていますか？
A コロナで動けない今の気持ちは、やっぱり監督してて今年で六年生は最後なので試合をさせてあげたかったです。
勝ち負けはありますけど、大会は流れたので二度と戻ってきませんから。やっぱり一生に一度っていう行事ができない
事が残念ですね。
自宅でのトレーニングは特に変わらず、柔軟体操と体幹トレと素振りです。はじまりの目標がないのでなかなかテン
ションがあがらず、自粛中にそんなに大したことしてなくてダラダラ・・過ごしてる気がします。（M.U 30代）

健幸インタビュー


