
7月号（510号）

世 帯 数 6,177戸 （-3）

総 人 口 12,468人 （-16）

恩 田 校 区（５月末）

男：6,102人 （-2）

女：6,366人 （-14）
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○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

スマホ教室開催
主催：恩田地区社会福祉協議会

日時：令和4年7月22日（金）10時～11時

場所：恩田ふれあいセンター２階会議室

定員：20名
申込：恩田ふれあいセンターまで☎（21）0349

＊可能であれば、機種と質問したいことを教えてください。

講師は専門家ではないのでお答えできない質問もあるかも

しれませんが、まるっと受け止めて下されば有難いです。

こんにちは、「おんだチャンネル」です。令和４年３月から、毎月１回程

度、「恩田地域づくり協議会」ホームページで地域貢献にたずさわる人

を、リレー形式で紹介しています。第4回は藤重幸雄さんです。
おんだの人

【夏の交通安全県民運動】
宇部市交通安全協会恩田分会

7月11日（月）～20日（水）

〇車間距離を十分とりスピードを控えた

安全運転を推進

〇飲酒運転追放の推進

全文はホームページでご覧になれます。

あんた、最近なにしちょるそ？/藤重幸雄（恩田町５丁目）

妻は、喜寿の祝いをし54回目の結婚祝いをした直後に逝って、この

６月が７回忌だ。亡くなる直前に倅家族が家を継ぐと言うので、私は

25㎡のトイレ炊事場付きの隠居部屋を造り、そこで自炊生活をして

いる。私は85歳を超えたが、同級生からは「ゆきちゃん」と呼ばれて

いる。現役「ボランテァ活動もどき」三つ

1.「産業観光バスツァーエスコーター」歴15年目

担当は、「セメントの道」の”団体受注型”と”全国からの一般募集型”

のうち、概ね後者。年10回の案内計画・バス内説明は約３時間にお

よぶ。～略～「これはドゲンかせにゃいけん」となるわね。観光客が

少ないことは交流人口が少ないこと。その原因を考えてみると、「郷

土の先人たちが血と汗を流した歴史的犠牲や貢献を意外と自らが

良く知っていない」のと、いくら謙虚で出しゃばらない県民性であって

も「よき効果的な発信が出来ていない」のが一因と思われる。兎も角

「郷土が大好き」が原点に必要と思っている。縁あって、発足当初か

ら産業観光計画に関与させていただいているが、昨年はコロナのせ

いで案内実績は３回にとどまった。「プレゼン力を高める私の武器」

は限りはないが、「参加者の知的好奇心を揺さぶる『雑学の広さ』」と

「私そのものの雰囲気とエネルギー」である。「雑学」は知らなくても

生きられるが知れば知ったで楽しいものよね。

2.「奇術クラブ銀友会」会長歴14年目

～略～くたばるまで役員変更がないそうだ。ボランティアと格好をつ

けているがボケ防止が大きな目的の一つ。

3.「見守り隊」見守ってやりたい歴19年目（途中抜けもあるが概ね毎

日、恩田５丁目交差点）

20年前宇部に帰ると老人会に誘われた。恩田５丁目交差点で月１

回の立哨を頼まれやってみると、結構危険が見える。旗だけでの立

哨は出しゃばりのようだったが、転勤族の孫たちも何処かで誰かに

お世話になっていることを考えると、できる日には毎日やることを決

めた。～略～

昭和20年代、母子家庭はお国の扶養家族、戦災で家も農作物も焼

かれた頃は、世間様・ご近所様の支えがなかったら生きられなかっ

た。ご恩返しのためにと今迄必ずしも聖人君子で生きたわけでもな

いが、「人生の貸借対照表」は必ず貸方を多くした積りである。ない

褌を締めて育ててくれた母親の遺言通り、今後もそうしたい。

どなたでも参加可能！！当日は、スマホを持って来てください。

※学校地域連携事業として中学生、高校生、地域の方が

講師となり基本的な操作や使い方などを小グループで
勉強します。初心者の方の入門編です。

※詳細は班回覧チラシをご覧ください。

「認知症の人を支えよう」学習会

主催：恩田地区安心安全見守りネットワーク
令和4年7月4日（月）10時30分～12時
ステップ１模擬体験で認知症の方への接し方を知ろう
申し込み：恩田ふれあいセンター☎（21）0349
＊詳細は班回覧をご覧ください。

9 土 9:30 老連理事会 センター
12 火 19:00 体振役員会 センター

10:00 人権教育推進委員協議会 センター
10:00 ひよこミルク センター
18:00 自治連理事会 センター

1 金 19:00 ふれあい運動例会 センター 18:30 夏まつり実行委員会 センター
8:00 環衛連空き缶回収 各拠点 19:00 恩子連定例会 センター
終了後 環衛連理事会 センター 19:00 体育振興会三役会 センター

3 日 10:00 福祉・民児委員合同研修会 センター 16 土 7:00 ボランティアチャレンジデー(草取り、清掃) 空港グランド

9:30 見守りネット例会 センター ソフトボール大会（地区予選） 空港グランド

10:30 認知症学習会 センター バレーボール大会（地区予選） 恩田小体育館

18:30 地域づくり役員会 センター 13:30 オレンジほっとサロンin則貞 則貞会館

9:00 交通役員会 センター 10:00 健康相談 センター
9:30 母推定例会 センター 10:00 スマホ教室（社協） センター
13:30 民児協月例会 センター 10:00 ひよこリラックス センター
19:00 おんだ翼定例会 センター 7:30 自治連あいさつ運動 各拠点
9:30 まちづくりサークル センター 13:30 オレンジほっとサロン センター
10:00 オレンジほっとサロンin五十目山 五十目山会館 27 水 19:00 おんだ翼役員会 センター
10:00 社協理事会 センター 28 木 18:30 地域づくり三役会 センター
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※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。

地域の

情報HPは

こちらから



令和４年７月１日号（５１０号）

令和３年度結果発表

地域支援チーム保健師 髙橋

歩くをもっと楽しく！

主催：恩田地域づくり協議会

稚内到達者（523万歩）

松本洋亮さん K・山田さん 木原靖記さん しおちゃんのお⺟さんさん 浅野哲夫さん 末田英明さん

無一文さん 兼安敏夫さん 子川 功さん 石井 徹さん

札幌到達者（457万歩）

中津秀雄さん 清木場章さん

小樽到達者（451万歩）

寺⻄恵子さん 宮地孝子さん

⻘森到達者（408万歩）

木村清未さん 大和田加代子さん

秋田到達者（387万歩）

藤野良通さん

まだまだ参加者募集中︕︕（現在参加者88人）

問い合わせは恩⽥ふれあいセンターまで︕

TEL 0836-21-0349

この春までに新しく加わったメンバー

は14⼈︕

一緒に頑張っていきましょう♪

⽇本最北端の地【稚内】てっぺんを目指して

恩田地域づくり協議会 ホームページ「おんだ」
お楽しみ昼食会 あっというま劇場 大笑いしたよ！ 主催：恩田地区社会福祉協議会

6月16日（木）に55人が参加し、お楽しみ昼食会が行われました。マジック、じゃんけん大会、ハーモニカ演奏の他、会長より

福祉委員だよりの活用、振り込め詐欺の啓発などお話がありました。（おんだチャンネル）

７月の健康相談
地域支援チーム 保健師 髙橋

南部第一高齢者総合相談センター 秋山

日時：７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

「７月は体力チェックです。お気軽にお立ち寄りく

ださい♪」 半年後と比較！

～体力チェックの内容～

・血圧 ・棒反応テスト

・握力 ・椅子座り立ちテスト

去年ご参加の方は

その時の結果をお

持ちください♪

◇体の効果◇
・5,000歩⇒認知症予防

・7,000歩⇒がん、骨粗しょう症予防

・8,000歩⇒生活習慣病予防

◇心の効果◇
ウォーキングを一定時間続けることで“気持

ち”をリラックスさせるセロトニンという伝

達物質が分泌されます。

問い合わせ 地域・保健福祉支援チーム

（0836－34-8270）

歩くことによる効果

8/6（土）の夏まつりのオープニングで稚内到達者の

表彰式を予定しています。


