
14 月 18:30 センター

15 火
10:00 センター

10:00 センター
1 火 18:30 センター 13:30 則貞会館

9:00 センター 15:00 センター
13:30 センター 19:00 センター

4 金 19:00 センター
7 月 18:30 センター 10:00 センター

8 火 9:00 センター 13:30 センター
9:00 センター 18:00 センター

19:00 センター 23 水 18:00 センター

10:00 五十目山会館 26 土 9:30 センター
19:00 センター 30 水 19:00 センター

金

18 金

16 水

9 水

2 水

体振役・部長会議

老連理事会

民児協月例会

オレンジほっとサロンin五十目山

環衛連理事会

地域づくり三役会
母推定例会

ひよこミルク

地域づくり役員会

交通役員会

22
オレンジほっとサロン

～古紙の日～

火

ふれあい運動例会

おんだ翼定例会

～燃やせないごみの日～
子ども委員会定例会

恩子連定例会

社協理事会

11

オレンジほっとサロンin則貞

自治連理事会

見守り隊総会

健康相談（保健師来館）

おんだ翼役員会

恩子連定例会

3月号（５０6号）

発行年月日 2022年3月１日
発 行 恩田ふれあいセンター

地域づくり協議会

恩 田 地 区（1月末）

地域の情報HP

担 当：高橋保健師
南部第1高齢者総合相談センター（秋山）

日 時：3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「3月は、体組成測定です」
はつらつポイント
自己申告シートC10で申告すると20Pt

TEL/FAX ２１－０３４９

３月の健康相談（ご案内）

対象 概ね65歳以上、5名以上のグループ

プログラム終了後も継続して自主的に健康づくりができること

場所 市内（会場は申込者でご準備ください）

近くの自治会館など、個人宅でもOK
回数 １回90分。2週間に1回 計5回
内容 保健師、管理栄養士、理学療法士等

による講話や実技指導（運動や食事等）

体力測定とアドバイス

令和３年度
自治会長【アンケート】

ご担当の自治会で何か課題がありますか？自治会役員は、わりにあう仕事ではないかもしれないけれど、

引き受けて下さる方のおかげで地区の安心・安全・美観が維持されています！山口県の空の玄関口・空港があるわがまち「おんだ」

高齢化で自治会員の減少が早い。役員のなり手がいない

・古くからの住宅地なので高齢者が多く、また空家も年々増えていく状況の中、自治会役員を引き継いでいく者が少なくなっており現状

はなんとか引継ぎできそうですが、5年後、10年先といったスパンでみていくと少数の役員就任可能な人たちが常に役員をやらなけれ

ばならなくなる可能性があり心配しています。

自治会活動が困難な班が多いと思う（元気な方ばかりではない）

高齢の方を免除すればそれ以外の方の負担が多くなる。仕事をされている方がほとんどの為、大変だと感じるのではないかと思う。

（子育てや介護をされている家庭は尚大変だと思う）別次元の話かもしれないがそろそろ行政が負担してくれるか”自治会を運営する

仕事”として専門の職業があってもいいのではないかと思う。（新しい仕事は、経済を潤すとも思う）

申し込み・問い合わせ先

保険年金課 TEL 34-8338
地区担当 TEL 34-8270

世 帯 数 ６，167戸 （- 3）

総 人 口 １２，547人 （- 3）

男：６，１２９人 （－１２）

女：６，４１８人 （＋９）

対象：40自治会（回答率 63％）
設問中に複数の要素があり、できていること・してないことが混
在した点を考慮して自治会長研修会に活かしていきます。



№ 教室･同好会 実施日 会　場 時　　間 指導者 電　　話 世話人 電　　話

1 ヨガ教室（B) 毎週（月） 会議室 9：45～11：45 石江典子 51-3686 迫野恵子
080-1939-

2826

2 やさしい太極拳 毎週（月） 別　館 9：45～11：45 藤本　裕 32-3513 谷輪　緑 34-1895

3 菜摘会（読書会） 第４（月） 企画室 9:50～11:50 武波夕起子 31-9605

4 REREIZ 毎週（火・木） 別　館 13:00～16:00 谷﨑照子 31-7276

5 リズム体操（K＆F) 毎週（火） 別　館 17:00～19:00 森下由美恵 21-6377 加藤智子 31-2739

6 恩田俳句入門教室 第４（火） 企画室 13:30～17：00 兼久智和喜 33-8215 藤井君江 21-8251

7 M☆Stars～キッズダンス～ 毎週（水） 別館 17:00～20:00

8 ポピュラーダンス同好会 毎週（水） 会議室 19:00～21:00 末富和子 32-3940 元永瀧子 21-8297

9
五十鈴古流いけばな教室・　子供
いけばな教室

第１（水） 企画室 13:00～17:00 西村志満子 32-0913 藤村文枝 32-8078

10 いけばな同好会 第1・3（水） 企画室 10：00～12：00 元永和美 21-6538 正木久美江 090-2805-0776

11 書道 第2・4（水） 企画室 9：30～12：00 中津和子 32-6504 須原麗子 22-5229

12 健康教室 第２・４（水） 会議室 13:00～15:00 松戸芳明 34-4688 藤井州子 31-9230

13 琴伝流大正琴ひまわりグループ 第２・４(水） 企画室 13:00～15:00 増田信子 34-4021 前田智子 
090-5260-

6448

14 恩田民踊つばさ会 第2・3・4（水） 会議室 9：45～11：45 光谷英男 22-3061 岡村サチヱ 31-5008

15 木曜ヨガ 毎週（木） 会議室 9：45～11：45 石江典子 51-3686 西村順子 35-3554

16 ３Ｂ体操 毎週（木） 会議室 13：30～15：00 横山廣子 31-8070

17 和服リフォーム洋裁教室 第１・３（木） 企画室/和室 9:30～15:30 内田澄江 51-3326 中島京子 31-7981

18 書道教室 毎週（金） 企画室 13：30～16：00 中津和瑶 32-6504 下藤都紀子 21-3308

19 あしこし元気体操教室 第1・3（金） 会議室 10：00～11：15

20 健身気功教室 第2.4（金） 会議室 14：00～16：00 池田良鶴
090-5812-

0399
長谷文子 31-4793

21 卓球同好会　　　　　　　　 毎週（土） 別　館 9：00～11：00 福田ツヤ子 31-0577

22 ペン英習字教室 毎週（土） 企画室 10:00～11:00

23 M☆Stars～キッズダンス～ 毎週（土） 別　館 17：30～19：30

24 恩田陶芸教室 第2・4（火・金）他 別　館 9：00～15：00 豆田佐一 32-4066 井上優子 21-6756

25 恩田卓友会 毎週（月・金） 別　館 13：00～16:00

9:00～12:00
13:00～16:00

※詳しい内容等に関しては世話人さんに直接お問い合わせください。

福重孝司　21-4502

26 卓球愛好会 毎週（水・日） 別　館 大草準子

上瀬真麻　090-7505-2188

090-4104-
6861

令和４年度   教室・同好会一覧表（恩田ふれあいセンター）

上瀬真麻　090-7505-2188

坂本美奈子 083-996-5996

海田善文　090-1016-7047

三好正幸　080-3891-1890


