
9:30 センター
10:00 五十目山会館

13 火
1 木 センター 14 水 9:00 センター
2 金 センター 17 土 9:00 センター

センター 20 火 15:30 センター
各拠点 10:00 センター
センター 10:00 センター

5 月 センター 13:30 則貞会館
6 火 23 金 10:00 ＵＰＲ野球場

センター 26 月 19:00 センター
センター 7:20 各拠点
センター 13:30 センター

8 木 センター 29 木 18:30 センター

21 水

水

～燃やせないごみの日～

3 土

19:00 おんだ翼役員会

9:30 母推定例会
13:30 民児協月例会

27 火

9:30 老連理事会

18:30 地域づくり（コミ）三役会
19:00 ふれあい運動定例会
8:00 センター清掃
8:30 環衛連　空き缶回収
9:00 センター運営会議
18:30 地域づくり（コミ）役員会

7

オレンジほっとサロンin則貞

自治連あいさつ運動
子ども委員会

ひよこミルク

交通役員会
自主防災会 総務班会議

～古紙の日～

支え合い会議

地域づくり（コミ）三役会

ひよこランド

健康相談（骨密度測定）

オレンジほっとサロン

オレンジほっとサロンin五十目山

まちづくりサークル
9 金

10月号（４８９号） 

  
発行年月日 ２０２０年10月１日 

発   行 恩田ふれあいセンター 

        恩田地域づくり協議会 

世 帯 数  ６，155戸  （-4）   

総 人 口 １２，512人  （+5） 

恩 田 地 区（8月末） 

 男：６，１３８人 （-４） 

 女：６，３７４人 （+９） 

  

TEL/FAX   ２１－０３４９ 

恩田探検隊 

（ウォークラリー） 

赤い羽根共同募金 

期間 10月1日～ 

           12月31日 

ご協力お願いします 

恩田地区共同募金委員会 

ひよこランド 
日時：10月23日（金）１０時～１１時半 

場所：ＵＰＲトレーニングルーム（野球場） 

内容：「手足型」とお楽しみ会 

 

参加は恩田地区在住の方に限ります。 

10/18までに090-8244-2080（担当/藤崎） 

ショートメールでお申し込み下さい。定員になり 

次第締め切ります。 
QRコードから 

簡単申込！ 

１０月２１日（水） 

衛生部長・ごみ減量等推進員合同視察研修会 
 

１０月２４日（土） 

自治連ふれあい研修旅行 

お知らせ 
コロナウィルス拡大防止の為、中止とさせて 

いただきます。ご了承下さい。 

１１月８日（日）恩田小学校スタート 
 

集合場所：恩田小学校２の門（プール近く） 
 

受付開始：８時３０分 
 

解散１２時半（チーム数によって変わります） 
 

参加費：一人１００円   参加賞：賞品あり 
 

申 込：センターにあるチラシかおひさまクラブの 

    ホームページ 
 

〆 切：１０月３１日（土）まで 
 

雨天の場合は中止とします。 

「梶返（桃色レンガ塀）～ 

  琴崎八幡宮～宗麟寺庭園」を 

  ボランティアガイドと一緒に歩く 
         ー帰りは貸し切りバスでー 
 

日 時：令和２年１１月７日（土）少雨決行 

    恩田ふれあいセンター９時出発 

申 込：１０月１６日（金）９時～１０時 

    恩田ふれあいセンター１階和室 

     ※参加費1000円を添えて 
 

  詳細は班回覧でご確認下さい 
 

令和２年度 第１回 歩こう会 

まちづくりサークル 

9月11日（金）「宇部の歴史講座」開催 （２３人参加） 

 ふるさとコンパニオン上田純二氏をお迎えして、宇部の 

歴史を学びました。毛利藩がいかにして財力を蓄えたか、 

常盤湖を水源とした用水路がカギを握っていました。古地図も興味深く 

秋には是非、黒岩山の湧水を見に行ってみたいです。 

「コロナに負けるな！」と恩田ふれあいセンター 

学童の子ども達が疫病退散の願いを込め、則貞 

郵便局主催のアマビエぬりえに参加し、多くの 

募集の中から３名が五十崎郵便局長（則貞） 

から表彰されました。 

主催：母子保健推進員会 

主催：恩田地域づくり協議会 

主管：恩田地区子ども委員会 

参加者 

募 集 



恩田だより１０月号（４８９号）
自治会館避難所運営にご尽力いただいた自治会長様、ありがとうございました。

年代別順位（チーム恩田54人、参加の多い年代は2位までご紹介します♪）

10月の健康相談

９月の地区の活動 トピックス

恩田地区ウオーキングチャレンジ 8月結果発表！！

日時：１０月２１日（水）

１０：００～１１：３０

（毎月第三水曜日）

場所：恩田ふれあいセンター

1階広報室

申込：不要

「１０月は骨密度測定です♪」

主催：恩田地域づくり協議会

地域支援チーム 保健師 山本

第１位 夏まつり 69人/106人中

第２位 防災訓練 62人/106人中

第３位 冬まつり 58人/106人中

恩田に欠かせない行事は？

参加者の平均歩数は約25万歩（一日平均8,132歩）！宮崎県から大分県まで進みました!

9月分の記録表の提出は10／6締切りです。記録表はふれあいセンターに設置していますのでご

自由にお取りください。・・まだまだ参加者募集中です！

宇部市はつらつ健幸ポイント ハワイ編 チーム恩田（170人）は、8位/24地区

ぜひ恩田地区ウォーキングチャレンジにもご参加を！

月の総歩数を事務局（com@onda-ube.com）に報告でOK！です。

将来、どんな恩田地区が望ましいと思いますか？

9/6(日）

15:00 恩田ふれあいセンター避難所1階ほぼ満室

階段がOKの方、2階はまだ空きあり

高齢者など避難準備発令

16:00 ふれあいセンター満室33人＆避難所増設準備

地区の自治会館（3拠点）避難所開設

17:30 恩田小学校、俵田体育館 避難所開設

18:25 暴風、波浪、高潮警報が発表中

9/7（月）

03:00 台風通過

06:30 避難者帰宅

10:30 発令中の避難情報が解除

激しい風の中で移動するのは予想以上に

大変、はやめの避難を公用車のスピー

カーで呼びかけました。（山本・小寺）

＊自主避難の場合

貸し出しは、毛布のみ

必要なもの（着替え・食料・薬など）

は自分で持っていく。（毛布の在庫

に限りがあります。）

＊今回の避難所開設に関して、多々反

省点があり、今後緊急時の体制・地

区独自の備蓄品等検討します。ランタン、

電池、ポット、養生テープ等役立ちました。

台風10号による避難準備（レベル3）発令 （高潮警戒のため） 恩田地区自主防災会

30代

40代

50代

60代

70代

80代

男性

H.Uさん

石井徹さん

A.Oさん

T.Aさん

木原靖記さん

115,865歩

476,268歩

498,466歩

475,454歩

416,793歩

女性

ベルさん

みわさん

こやさん

木村清未さん

寺西恵子さん

宮地孝子さん

214,241歩

278,193歩

224,806歩

423,778歩

393,622歩

352,968歩

A.Kさん

歩く人さん

491903歩

375785歩

C.Aさん

清水美津子さん

O.Kさん

235712歩

314669歩

356231歩

令和２年は令和３年からの恩田地域づくり５年計画作成のためアンケートを実施しました。

アンケート結果は数回に分けてご紹介します。 恩田地区自治会連合会 / 恩田地域づくり協議会

・住んでみてわかったのですが、恩田

は住みやすい地区！！ただ子どもが

遊ぶ場所が少ない！

・自分の自治会は市営住宅であり、

高齢者が年々増えています。若い世

代が少なく、行事もないので行く先々

どうなっていくか。自治連に参加して

いけるか不安です。（穏やかに過ご

せるように！）

・子どもを持つ世代の人が住みたい

と思える地区。教育と治安が大事な

要素ですかね。交通の観点からは

空港も近いし、新山口駅まで25分な

ど良いとこと思われます。

・もっと若い人が積極的に役員に

なって盛り上げてくれる恩田地区

に！！

～恩田地域づくりアンケートについて（その１）～

毎月、前月提出分の参加賞のマスクをファイルの中に入れてお渡しします！

恩田地区コミュニティ推進協議会から

恩田地域づくり協議会に名称変更します

令和３年４月から正式変更で、この半年間を周知期

間とします。

恩田地区老人クラブ連合会

全国一斉清掃の日9/20（日）


