
11 水 9:00 センター
13 金 10:00 五十目山会館

17 火 10:00 センター
10:00 センター

2 月 センター 10:00 センター
3 火 13:30 則貞会館

センター 19 木 17:30 センター
センター 15:00 センター
センター 19:00 センター

5 木 センター 22 日
6 金 センター 7:20 各拠点
9 月 センター 13:30 センター

25 水 19:00 センター
センター 27 金 10:00 センター

10 火

水
～燃やせないごみの日～

18:30 地域づくり協議会役員会

20 金
19:00 おんだ翼例会

9:30 母推定例会
13:30 民児協月例会4

オレンジほっとサロンin五十目山

交通分会役員会

水

18

おんだ翼役員会
ひよこリラックス

社協理事会

宇部市長選挙
恩子連定例会

ひよこミルククラブ
健康相談（血管年齢測定）
オレンジほっとサロンin則貞

人権教育推進協議会

24 火
オレンジほっとサロン
自治連あいさつ運動

自治連理事会

18:30 冬まつり実行委員会

10:00 はかりの定期健診
～古紙の日～

9:30 老連理事会
19:00 ふれあい運動定例会
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        恩田地域づくり協議会 

世 帯 数  ６，164戸  （+9）   

総 人 口 １２，524人  （+12） 

恩 田 地 区（９月末） 

 男：６，１３７人 （-１  ） 

 女：６，３８７人 （+13） 

  

TEL/FAX   ２１－０３４９ 

きらり「恩田」を再発見 

地区文化事業 

秋・冬Ver.「歴史・文化・自然写真コンテスト」開催のお知らせ 
「あなたのワンショットで恩田の魅力を発信しませんか？」 

 【募集期間】11月1日（日）～１月31日（日） 

  【応募資格】：恩田地区在住の方     
 

  【応募規定概要】 
 

     ・応募作品は恩田地区内で撮った作品であること 
 
      ・応募点数はひとり1点まで 
 
      ・「恩田地域づくり大賞」入賞者には、賞状と豪華副賞を贈呈 
   １６団体賞もあるよ！ 

【主催・応募先】 

恩田地域づくり協議会 
☎(21)0349 

 （旧恩田地区コミュニティ推進協議会） 

申込用アドレス（com@onda-

ube.com）にメールをお願いします。 

件名：フォトコンテスト 

①お名前 

②連絡先 

③データを添付して送信してください。 

④作品タイトル 
♦♦データ送信が難しい場合は、ご相談ください。 

・参加受付のメール返信が3日以内に来ない場合、何らかの事情でメールが届いて

いない可能性がありますので、その場合には、申込用アドレスまで再度ご連絡くだ

さい。 

・主催者側では肖像権侵害等の責任は負いかねます。 

・人物が写っている場合、個人情報、プライバシーに十分にご注意ください。 

・応募作品は、地域づくりのHPや恩田だよりに使用させて頂きます。 

・こちらでプリントアウトした作品は、展示後参加賞としてお渡し予定です。 

県表彰 

優良運転者 恩田地区 

  大谷 定弘 様 

  河村 信夫 様 
 

 おめでとうございます 

令和２年９月２８日 

交通安全功労者・優良運転車 

等表彰式が宇部警察署で行わ 

れました。 

恩田地区から２名の方が表彰 

されま 

した。 

毎月作品を入れ替え予定です。ぜひお立ち寄りの際には、 

力作をご覧になってください。 

また、恩田地区文化事業の一環としまして『フォトコンテスト』 

を企画しましたので奮ってご応募ください。 

（恩田地域づくり協議会 副会長 大谷定弘） 

※記念写真がありますので、 

表彰された方はセンターまで 

お越しください。 
 

センター運営委員会 

御 礼  
ふれあいセンター内外の清掃を１０月３日（土）８時から 

５９名の方に参加していただき実施しました。 

約１時間かけて剪定・草取り（駐車場含む）及び障子の 

張り替え等をしていただき見違えるほど綺麗になりまし 

た。 

ご参加の皆様ありがとうございました。 

 本年度の文化祭は新型コロナウイルス感染防止

のため誠に残念ですが中止とさせていただきます。 

なお、１１月から地区文化事業として小学生の作品

展示を恩田ふれあいセンター、山口銀行則貞支店、

則貞郵便局で行います。 

子どもたちの作品を見に来てください！ 

インスタ映え 
する写真大募集 



恩田だより１１月号（４９０号）

年代別順位（チーム恩田64人、参加の多い年代は2位までご紹介します♪）

11月の健康相談10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 9月結果発表！！

日時：１１月１８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 「１１月は血管年令測定です♪」

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 見守り隊 89%

第２位 プール見守り 43%

第３位 朝学絵本読み聞かせ 41%

第４位 ミシン授業補助 37%

昼休み学校で遊ぼう 36%

昼休み学習会 35%

地域が恩田小学校と協働で行っている

活動でご存じの活動を教えてください。

参加者の平均歩数は約26万歩（一日平均8,740歩）！大分県から福岡県小倉市まで進みました!

1日の平均歩数が8月より増えています。10月分の記録表の提出は11／6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！

月の総歩数を事務局（com@onda-ube.com）に報告でOK！です。

参加者感想 「歩数計を身に着けると、ちょっとその辺を散歩しようかという気分になり、こまめに

動いて元気になれます！」

将来、どんな恩田地区が望まし

いと思いますか？

9月27日（日）9時～実施 （30名参加） 事務局（山本）

A班、B班、C班に分かれて地震の際に倒壊の恐れのあ

る塀、大雨で増水すると危険な用水路などの調査（写真

撮影）を行い危険箇所マップを作成しました。

通学路にある危険箇所は、地域支援チームを通じて担

当課へお伝えし、対処をお願いしました。

【自主防災力は、住民の絆の強さです】

災害への心構え

災害は「まさか」ではなく

「いつか」起きるものと認識せよ！

・・・被災後によく聞くことば・・・

「まさかこんなになるとは思わなかった」

防災の日行事 「危険個所の調査」

恩田地区自主防災会（竹光俊晴会長）

30代

40代

50代

60代

70代

80代

男性

H.Uさん

石井徹さん

かっちゃんさん

T.Aさん

木原靖記さん

116,500歩

367,706歩

483,241歩

474,785歩

444,337歩

女性

ベルさん

みわさん

こやさん

F.Kさん

O.Kさん

宮地孝子さん

203,441歩

276,112歩

284,212歩

292,152歩

465,045歩

333,041歩

Ken犬さん

独歩さん

歩く人さん

中津秀雄さん

211,151歩

401,251歩

419,917歩

275,000歩

C.Aさん

木村清未さん

K.Yさん

野村誠子さん

257,014歩

291,623歩

402,240歩

121,464歩

恩田地区自治会連合会 / 恩田地域づくり協議会

【自治会長】
・自治会の平穏無事な日々を願って活

動しているが、互いの挨拶を基本に、

気遣い、心遣いができる人間関係が続

いていけば、高齢者、若年者ともにコ

ミュニケーションがとれて、笑顔のある

自治会として継続していくのではないか

と思う。

・今まで町内のことにはあまり関心なく、

どこに誰が住んでいるかわからなかっ

たが、わかるようになった。

・思いやり（平和）と助け合い（共存共

栄）に溢れる町づくりができればいいな

あと思っている。

【自治会役員】
安全で美しい恩田地区

・道路 ゴミ清掃 花壇

・地区内にある公園の清掃

・通学路の整備

運動の出来る恩田地区

・クラブ以外で子どもの運動のできる

場所が少ない

・地区内の公園は、柵がなく狭いです。

・野球・サッカー等出来る場所、老若男

女が仲良く遊べる場所がほしい。

・昔、屋根ころをやってましたが今は他

の家に迷惑ですね。そんな遊びも思い

出です。

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！

恩田地域づくりアンケート（その2）

今年度 4回目 【6、7、9、10月実施】

（11名参加）

指導者：池坊 石井美知子氏

世話人：西野恵子氏

生け花教室 （子ども委員会） アートクラブちぎり絵

【 10月10日開催 指導者 藤重英子氏】

新聞紙をハート型、花型、色々な形にち

ぎって貼るだけ。作り始めるとどんどん楽

しくて、面白い作品に仕上がっていく～♪

今、自治会長として思うこと。

不用品募集　2階企画室押し入れに（カラーボックス・収納ケース）、掃除機（和室、洋室） センターに寄付してもよいお品があればよろしくお願いいたします。


