
9:30 センター

10:00 五十目山会館

センター 15:30 センター

センター 10:00 センター

3 木 センター 13:30 則貞会館

4 金 センター

7 月 センター 7:20 各拠点

センター 13:30 センター

センター 23 水 18:00 センター

センター 25 金 19:00 センター

センター 27 日 17:00 センター

センター 28 月 18:30 センター

センター 30 水 19:00 センター

9:00

10:00

19:00

オレンジほっとサロンin則貞

オレンジほっとサロンin五十目山

まちづくりサークル

地域づくり三役会18:30

13:30

19:00

9:00

18:30

民児協月例会

母推定例会

地域づくり役員会

9:30

社会教育総会

13:00 がん検診

老連役員会

交通役員会 恩子連体育部

おんだ翼

恩子連体育部

オレンジほっとサロン

子ども委員会例会

おんだ翼

恩子連定例会

支え合い会議

あいさつ運動

ふれあい運動例会

2 水

22 火

～古紙の日～

燃やせないごみの日～

9 水

8 火

体振役員・部長会議19:00

15 火

16 水
ひよこミルク

11 金

6月号（497号） 

  世 帯 数  ６，180戸  （+13）   

総 人 口 １２，538人  （±０） 

恩 田 地 区（４月末） 

 男：６，１３３人 （+1） 

 女：６，４０５人 （-1） 

○発行年月日  :  令和３年6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 

TEL/FAX ：（0836）21-0349 
               （恩田ふれあいセンター） 
恩田地域づくりHP  :  www.onda.ube.com  

①恩田ふれあいセンターで申込書を 
 提出し、手帳をもらいます 

②ウォーキングをして、日ごと
の歩数を手帳に記入します 

③恩田ふれあいセンターにあ
る台帳に、月ごとの歩数を記
入します 

恩田ウォーキングチャレンジ：記録表の提出方法が変わりました！ 

     恩田陶芸教室 
自分で作ったコップでビールを
飲みませんか？ 
     大募集中 
活動日：第2火曜日・金曜日 
    第4火曜日・金曜日 
場 所：恩田ふれあいセンター 
    陶芸教室 

世話人：23区 井上優子氏 
電 話：(21)6756 

紫陽花の 
ブローチ、色
付けが楽しみ
です！ 

    梅雨支度の第一歩 
         恩田地区自主防災会 

①基本、土のうは日頃から各自で準備して

おく。 

②緊急時には、ふれあいセンターで土のう

の提供が可能です。但し、若干数のみ。 

宇部市津波ハザードマップ、防災マップを

ホームページ「くらしの情報」で紹介して

います。梅雨・台風シーズンに備えてご一

読ください。また、ご家庭で備蓄品等の確

認をしておくと安心ですね。 

 

参加賞のマスクを入れるファ
イルに、感想を記入する用紙
をセットしています。 
保健師さんからのメッセージ
をお楽しみに 

６月の健康相談 
 

 

 

地域支援チーム 保健師 髙橋／山本 
南部第一高齢者総合相談センター 秋山 

日時：６月１６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 

 「６月は体組成測定です。お気軽にお

立ち寄りください♪」  

主催：恩田地域づくり協議会 
協力：地域支援チーム 



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 宇部市福祉委員協議会
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 今村　直太 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 重藤　研一 2－5 協働活動
　21区 21 菊永　孝彦 21

4－1 下瀬　　亨 　4-1区 4－1 江坂　久夫 4－1

　4-2区　 4－2 藤田　民雄 4－2

　4-3区 4－3 西本　和史 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番

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 山中　一男 13

14－1 兼安　元子 　14－1区 14－1 清水　源五 14－1

　14－2区　　 14－2 昼馬　克紀 14－2

　14－4区 14－4 和田　徹 14－4

　14－6区 14－6 藤野　知美 14－6

　14－3区　　 14－3 田中　厚生 14－3

　29区 29 山田　繁雄 29

　30区 30 西本　新 30

　14－5区　 14－5 木本　茂利 14－5

　15区 15 原田　幸雄 15

　17区　 17 末田　英明 17

　18区　 18 林　賢司 18

　19区　 19 奈須　通博 19

　20区 20 藤原　敏紀 20

　22－1区　 22－1 田辺　健治 22－1

　22－2区　 22－2 浅上　邦夫 22－2

　27－3区 27－3 三國　淳一 27－3

23 是永　伸二 　23区（一部）野原一丁目6～18番　野中一丁目

　23区（一部）野原二丁目　恩田3丁目～4丁目　　

　野原一丁目6-15（好生園）　区外　・　24区 24 石津　見治 24

　25区　27-4区　27－5区（一部） 25 伊藤　良信 25

恩田二丁目1－23・5・6・10～12・17・27番 27－4 髙橋　順子 27－4

27－5 後藤　真也 27－5

　27－1区　 27－1 下垣　幸伸 27－1

　27－2区 27－2 横山　純一 27－2

　27－5区（一部）　恩田二丁目7～9番 27－5 後藤　真也 27－5

　27-6区 27－6 久芳　秀人 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。

担　　　当　　　区 担当区
福祉委員民生委員・児童委員

令和3年6月1日号（497号）

5－1 柳澤　泰 5－15－1

2－5 大谷　定弘

4－3 村上　悦子

田中　雅栄 　7-2区　7-3区　7－2

奈須　通博

23 植野　淑子

5－2 竹光　俊晴

14－6 正路　睦代

30 垰野　統久

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

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3年４月１日～令和4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

ホームページをリニューアルして、2か月がたちました。新規で閲覧をいただいた方が１６００人を越えまし

た。今後も身近な地域情報を発信していきますのでよろしくお願いします。 （おんだチャンネル）

恩田地域づくり協議会 ホームページ「おんだ」


