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恩田地域づくりHP www.onda-ube.com

赤い羽根共同募金

恩田地区共同募金委員会
おんだの人

第７回は、恩田27－2区自治会長 兼広三朗さんです。

「長門湯本温泉」と「向津具半島」

を歩く（長門市）
＊募集方法は先着順

期間 10月1日～12月31日

ご協力お願いいたします。

「敬老の日」を迎え恩田地区社会福祉協議会

からのお祝いメッセージ

秋の訪れを感じる季節となったこの佳き日を皆様が健

やかに迎えられましたこと、心よりお喜び申し上げます。

コロナ禍によりすべての活動が制限され疲弊した現状

ではありますが、地区社協は皆様に寄り添い安心して暮

らせる福祉のまちづくりに努力いたします。尚、当会よ

りささやかではありますが、自治会加入の75歳以上の方

へお祝いの品をお渡しさせていただきました。引き続き、

地区の皆様が健康で笑顔の絶えない日々が過ごせますよ

うお祈り申し上げます。

予告：恩田地区文化祭開催（恩田地域づくり協議会）

日時：11月12日（土）13時～13日（日）15時

場所：恩田ふれあいセンター

作品・遊休品の募集やウォークラリーの参加募集

は裏面へ（来月号に抽選券が付きます）

9:00 センター運営委員会 センター
9:30 見守り隊研修会 センター
10:00 環衛連理事会 センター

3 月 18:30 地域づくり役員会 センター
9:30 母推例会 センター
13:30 民児協月例会 センター
19:00 おんだ翼例会 センター

7 金 19:00 ふれあい運動例会 センター
8 土 10:00 自治会長研修会 センター
11 火 9:30 老連理事会 センター

9:00 交通役員会 センター
10:00 人権教育推進協議会 センター
10:00 お楽しみ昼食会 UBRｽﾀｼﾞｱﾑ会議室

10:00 オレンジほっとサロンin五十目山 五十目山会館

10:00 健康相談 センター
13:30 オレンジほっとサロンin則貞 則貞会館
19:00 恩子連定例会 センター
19:00 体振三役会 センター
7:20 自治連あいさつ運動 各拠点
13:30 オレンジほっとサロン センター

26 水 19:00 おんだ翼役員会 センター
27 木 18:30 地域づくり三役会 センター
30 日 9:00 常盤湖源水域歩き ときわユースホステル

25 火

1 土

5 水

12 水

14 金

19 水

21 金

※予定が変更になることがあります。

第１回恩田地区歩こう会「長門湯本温泉・向津具

半島の旅」を下記の要領で行います。多数のご参

加をお待ちしています。

主催：恩田地区歩こう会

日時：令和4年１１月２０日（日）雨天決行

集合場所：恩田ふれあいセンター

出発時間：８時３０分出発

募集人数：先着順で４０名

対象者：地区在住者（小学生は保護者同伴）

参加費：3,000円（バス代・弁当代・保険料等

含む）

申込：１０月２８日（金）９時～９時３０分

＊参加費3,000円を添えて

持参物：帽子・飲料水・運動靴・敷物・雨具

・マスク

問合せ先：TEL（３１）３８８５（山田）

TEL（３１）２９５１（松本）

恩田の発展のために/兼広三朗（恩田町二丁目）

私は、昭和22年に恩田校区で生を受け、恩田小学校・

常盤中学校を卒業しました。私が小・中学生のころは、

近所の大半が田畑でした。その後、恩田運動公園が整

備され、山口宇部空港も開港し、病院やスーパー、ド

ラッグストアー、コンビニ、ホームセンター等多くの

店舗が恩田校区内に建設されました。私は、恩田校区

は色々な面で便利で住みやすい地域であると思ってい

ます。

私は、恩田校区内で皆様に紹介できるような活動は特

にしていませんが、小さな活動を少し紹介させていた

だきます。過去数年間、同級生10名弱が我が家に集ま

り、月１回、恩田運動公園近辺のゴミ収集をしていま

したが、加齢が進み解散しました。現在は、家の周り

の溝や道路が雑草やゴミで汚れた時に少し綺麗にして

います。また、毎週水曜日（俵田体育館が使用可能な

日）は、卓球（生徒約70名位）のコーチ（約７名）ら

しき事をして、生徒さんと卓球を楽しみ、健康維持・

増進に努めています。

他には、本年は自治会長として、月１回、校区あいさ

つ運動に参加し、恩田小学校の児童の皆さんと元気な

挨拶を交わしています。今後、たいしたことはできま

せんが、恩田校区の発展のために少しでもお役に立ち

たいと思っています。
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【募集】地域のお宝 探検シリーズ⑥

主催︓恩⽥地区⼦ども委員会

『常盤湖源水域歩き 常盤湖の水はどこから、磁⽯と⿊岩とは︖』

1698年に作られた常盤池と用水路は現在も使われている貴重な世界かん

がい施設遺産です。流れ込む川のない中、椋梨権左衛門はどのようにして常

盤池に水を貯めたのでしょうか？今回は常盤池の水源をたどってお宝を探し

ます。ガイド 上田純二さん（ふるさとコンパニオン・郷土史家）

日時・集合場所 2022年10月30日（日） 9:00ときわユースホステル

集合〜12:00ユースホステル解散

★磁⽯（マグネット）をお持ちの方はご持参ください

申し込み・問い合わせ 恩⽥ふれあいセンター （21）0349 又は

⼦ども委員会事務局 ⽯川 ☎ 090-6847-5434

恩田地域づくり協議会 ホームページ トピックス

オレンジほっとサロン開催中１０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：１０月１９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。お気軽にお立ち寄りくだ

さい♪」

オレンジほっとサロンin恩田ふれあいセンター

日時：10月25日（火）13:30 場所：恩田ふれあいセンター

内容：薬の話・飲み合わせなど

オレンジほっとサロンin則貞

日時：10月19日（水）13:30 場所：則貞会館

内容：ころばん体操他

オレンジほっとサロンin五十目山会館

日時：10月14日（金）13:30 場所：五十目山会館

内容：健康体操 参加費：50円

当日の申込不要 問合せ：恩田ふれあいセンター☎（21）0349

【予告】社会教育推進委員会 講演会
今年度の社会教育推進委員会は、常盤中学校校区

で子どもたちと一緒に未来つくりにつながることを始め

ようと考えています。江戸時代の大プロジェクトを知る

ことで、恩恵を受けた常盤中学校区に住む私たちが、

300年後の未来も輝いているふるさとのビジョンをイ

メージできればと思います。

なお、11/26（土）は、上田純二さんに常盤池築堤の魅

力を語っていただく講演会を予定しております。

日時 2022年11月26日（土） 10:00

場所 恩⽥ふれあいセンター2階会議室

詳細は班回覧をご覧ください。

今月10/28（⾦）のひよこランドは「わくわくハロウィン」

手型・足型つくり他です。場所は野球場です。

ホームページには「おんだ」の情報が更新されています。

文化祭作品募集

主催：恩田地域づくり協議会

地区の皆様、奮ってご出品ください。

開催日時 11月12日（土）13時～13日（日）

申込 11月4日（金）迄にセンターへ

作品搬入 11月12日（土）11時迄にセンターへ

遊休品（バザー用品）募集

回収場所 恩田ふれあいセンター玄関入口

募集期限 11月11日（金）迄

＊未使用品、賞味期限（三か月以上）のものを

お願いします。

参加者
募 集

第18回恩田探検隊
主催：恩田地域づくり協議会

主管：恩田地区子ども委員会

開催日時：11月13日（日）8:30～12:30（予定）

集合場所：恩田ふれあいセンター

参加費：1人100円

賞品：参加賞及び賞品あり

募集要綱

申 込：センターにあるチラシ及び

恩田地域づくり協議会 ホームページから申込

〆 切：１1月3日（木祝）まで

小雨決行

申込ページのQRコード→

o

オレンジほっとサロン

ってどんなところ？

最近の話題に触れたり、

おしゃべりしたり、体操

したり、どなたでも楽し

めるところ

民生委員、民生委員OB、保健師が一緒に楽しんでいます。

o

⼭⼝銀⾏則貞⽀店に、常盤中⽣徒の作品が展⽰されています。


