
10 日 9:00 センター
12 火 8:30 センター
13 水 9:00 センター

1 金 18:30 センター
2 土 18:30 センター
3 日 19 火
5 火 18:30 センター 10:00 センター

9:30 センター 13:30 則貞会館

13:30 センター 10:00 センター

19:00 センター 19:00 センター
9:30 センター 25 月 18:30 センター
9:30 センター
10:00 五十目山会館 7:20 センター
19:00 センター 13:30 センター
19:00 センター 27 水 19:00 センター

9 土 15:00 センター 28 木 18:30 センター

広報部会

冬まつり
がん検診（要予約）
交通役員会

～燃やせないごみの日～

ひよこリラックス

20 水

まちづくりサークル
おんだ翼例会

オレンジほっとサロンin則貞
ひよこミルククラブ

金
民協定例会

地域づくり役員会

老連理事会

恩子連定例会

自治連あいさつ運動
～古紙の日～

子ども委員会定例会

22

オレンジほっとサロンin五十目山

体振役員会議 おんだ翼役員会
オレンジほっとサロン

26 火

冬まつり準備 地域づくり三役会

ごみ減量説明会
18 月

8 金

6 水

ふれあい運動定例会

母推定例会

地区人権教育推進大会の案内 
日時：令和３年 ２月１４日（日） ９：３０～（受付は９：００～） 

場所：恩田ふれあいセンター ２Ｆ 会議室 （会場３０名） 

内容：(1)小学校児童、中学校生徒による作文発表 

    (2)講演・演題   /   「生きる喜び」       

         ・講師  /  下関市教育委員会 教育長 

               児玉典彦（こだまのりひこ）氏 
 

★テレビで偶然、児玉先生が、県外のバスケ強豪校に進学された娘さんの応援に仕事の休みに遠方まで往復していたこと。ご自身の病気

を乗り越え、教職に復帰され、いのちの大切さを伝える授業をされていることを紹介されていて、同じ親として、一人の人間として共感すると

ころがたくさんあり、ぜひ地区の皆様に聴いていただきたいと思い、常盤中学校田原校長先生のご縁で、恩田地区にお招きすることができま

した。 
 

※駐車場に限りがあるため、自転車等でご来館いただくか、自家用車の場合は、できるだけ、乗り合わせでご来館ください。（当日は、第２駐車場横のセン

トラル駐車場もご利用できます。誘導員が入口に立ちます。） 

 

 
参加申込方法 
①会場参加 
②オンライン参加 
メールcom@onda-ube.comか電話（21）0349でお知らせください。 
Zoom会議情報は2月号恩田だよりに掲載します。 

 

 「初日の出を祝う会」  
 

集合時刻：令和３年元旦 午前7時10分（雨天・雪中止） 
 

集合場所：山口宇部空港グランド 申込不要 

     「あいさつ運動実施中」の緑色の旗が目印 

                     自治会有志 

  
世 帯 数  ６，１５６戸 （-1）   

総 人 口 １２，５１２人 （+7） 

恩 田 地 区（11月末） 

 男：６，１２７人 （+４） 

 女：６，３８５人 （-３） 

赤い羽根共同募金の御礼 

自治会を通して寄せられた地区の皆様、子ども会、各事

業所の皆様温かいご理解とご協力に感謝申し上げます。 

      募金総額  2,078,260円 

恩田地区団体役員一同 

共同募金 恩田分会  

会長 大久保 正勝 

1月号（４９2号） 

発行年月日 ２０２1年1月１日 
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        恩田地域づくり協議会 

TEL/FAX   ２１－０３４９ 

 あけましておめでとうございます。 

 昨年はコロナ禍で自治会活動も制限を受け大変な一年 

でした。 

依然としてコロナも収束が見えず拡大していますが、ワクチン 

が開発され希望を持って新年を迎えることができたと思います。 

 今年も制限を受けながらの活動となりますが、皆様のご協力を 

お願いします。 

 皆様にとって明るい灯がともり、元気な明るい良い一年が過ご 

せるよう願って新年のご挨拶とさせていただきます。 

                           自治会連合会 

                           会長 竹光 俊晴 
 

春一番「冠梅園」と河津桜「笠戸島」を歩く（光市・下松市） 第２回 歩こう会 

日  時： 令和３年２月２０日（土）雨天決行 

募集人数： ３８名（人数多数に場合は抽選） 

詳しい内容は 

  班回覧で 
申  込：  ２月５日（金） 

      ９時恩田ふれあいセンター 

主催：恩田地区人権教育 

           推進委員協議会 

 あけましておめでとうございます。 

 皆様方には健やかに新年を迎えのこととお喜び申し上げ 

ます。平素は恩田地域づくり活動へ御理解、御協力を賜わり 

感謝申し上げます。 

 今年は、新型コロナウイルスが収束し穏やかな一年になれ 

ばと願っておりますが、昨年末からの感染者数増大によりま 

だまだ先が分かりません。このような中、地域づくりもウィ 

ズコロナの時代に対応した活動をしてまいりたいと考えてお 

りますので、今年も引き続き御理解、御協力を頂きますよう 

宜しくお願いいたします。 

           地域づくり協議会 会長 真宅 宣昭 



恩田だより1月号（492号）

橙・みかん
樹脂製エビ

※ 11：30に火を落としますので、時間厳守でお願いします。

取り外して
お持ち下さい

新型コロナウィルス感染拡
大防止の為バザーの開催は
中止します。

12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 11月結果発表！！
主催：恩田地域づくり協議会

年代別順位（チーム恩田71人参加者が30代から90代まで広がりました）

男性
イカちゃんさん
H.Uさん
石井徹さん
としさん
無一文さん
木原靖記さん
徳原 泉さん

女性
ベルさん
みわさん
こやさん
F.Tさん
ジョンチュワンさん
宮地孝子さん

200,601歩
306,723歩
306,325歩
459,546歩
527,172歩
364,510歩

恩田学童保育クラブの指導員さんを募集します
〜子どもたちの幸せな放課後⽣活のために4⽉から一緒に働いてみませんか。〜

（問い合わせ先）にこにこおひさまクラブ 石川悦子 090ｰ6847ｰ5434

地域支援チーム 保健師 山本1月の健康相談

ふれあい年賀状

恩田地区にお住ま
いの７５歳以上の独
り暮らし359人の方
に年賀状を出しまし
た。恩田小５年⽣全
員と子ども委員会の
子ども達、担当地区
の⺠⽣委員が協⼒し、
心のこもった年賀状
になりました。

30代
40代
50代
60代
70代
80代
90代

参加者感想 「ウォーキング楽し
い！体調も良し！」
「楽・苦・楽・苦・・健康」
今⽉から参加の90代徳原さんより
「4⽉から1,508,752歩」
7⽉〜11⽉ 番付 静岡に到着
1位 小倉 彰さん 2,589,881歩
2位 浅野哲夫さん 2,472,065歩
3位 末田英明さん 2,435,408歩
4位 中川 實さん 2,177,651歩
5位 清木場章さん 2,164,497歩
6位 子川 功さん 2,157,088歩

女性1位
1位 寺⻄恵子さん 2,003,555歩

主催：まちづくりサークル（⽵中世紀子会⻑）

山口銀行出前講座

日時：１月８日（金） １０：００～１１：３０

場所 ： 恩田ふれあいセンター ２階会議室

申込：不要
内容：「キャッシュレス講座」
ペイペイって何？クレジットカードとどう違うの？

どなたでもお気軽にご参加ください。

183,454歩

新しい年の無病息災と恩田の発展をお祈りします。

274,641歩
169,223歩
404,784歩
665,656歩
733,047歩
458,152歩

＊お餅は数に限
りがあります。

日時：１月２０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 「１月は体組成測定です♪測定時にはつらつ健幸
ポイントの歩数ポイントや測定ポイントが付与されます。日頃、
保健センターや野球場まで測定に行かれている方もこの機会に
ぜひお越しください。はつらつ健幸ポイントに登録されていな
い方も測定できますよ♪」

12⽉分記録表提出は1/8締切り


