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恩田オレンジほっとサロン
参加者大募集中

活動日：毎月第４火曜日13:30～14:30

場所：恩田ふれあいセンター憩いの間

対象：どなたでも（家族でも）

～毎月、作品づくり、学び合い、身体を動かすな

ど楽しんでいます。～

人と話すって素敵な時間です。
主催：恩田地区民生児童委員協議会/地域支援チーム
保健師/南部第1高齢者総合相談センター

交通教室開催
宇部市交通安全協会恩田分会

4月22日に新1年生130人が参加して、
横断歩道の渡り方など学びました。

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１５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♪」

まちづくり
サークル

9：30～11：30

5/13  （金） 開講式

6/10  （金） センター内の花植え

7/8 （金） 出前講座

8/12  （金） 出前講座

9/9  （金） 研修旅行

10/14（金） センター内の花植え

11/11 （金） 恩田小清掃活動

1/13 （金） 出前講座

2/10 （金） 反省会

（1年間の反省）

3/10   （金） 恩田小清掃活動

お気軽にご参加下さい。
会員さんも随時募集中です。
《申し込み》 恩田ふれあいセンター
《受付期間》 ６月1日（水）～６月10日（金）

立哨 / 見守り隊 鶴井満州子（宇部市恩田町五丁目）
毎朝五時半に起床、飲み物等をお腹に入れ朝風呂に入って身
支度して出かけます。近所の社員寮の人達に「行ってらっしゃい」
と声をかけています。児童達も、新入生の時ははにかんで小さい
声でしたが、最近では大きな声で「行ってきます。」と声をかけてく
れるようになりました。
私も老年になりましたが、まだまだ若いつもりでおります。皆様
に迷惑をかけない様に気を付けています。おかげで事故もなく過
ごしてきました。立哨をして、もう二十年以上になりますが？！振
り返ってみれば、もうあの頃の子ども達も立派な社会人となり、ま
た家庭を持って一家の主人やお母さんになり、その子ども達を見
守って立哨している今日この頃です。
鶴井さんは和裁マイスターの資格をお持ちで子ども教室（主催：
恩田地区子ども委員会）で手縫い教室の講師を長年務めておい
でです。

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1回は恩田地域づくり協議会会長

真宅宣昭さん、第2回はふれあい運動推進員会 鶴井豊子さん、第3回

は、見守り隊の鶴井満州子さんです。

おんだの人

学び合い

親睦

貢献

目的は

段ボールコンポスト講習会開催
日時 ：令和４年６月１７日（金）１３：３０～１４：３０

会場 ：恩田ふれあいセンター

参加料：無料

講師 ：宇部市廃棄物対策課

申込 ：恩田ふれあいセンター電話にて受付中

申込期限：６月７日（火）１６：００厳守

10 金 10:00 五十目山会館

9:00 センター
10:30 センター

14 火 19:00 センター
9:30 センター 15 水 13:30 則貞会館
13:30 センター 16 木 10:00 センター

2 木 18:30 センター 19:00 センター
3 金 19:00 センター 19:00 センター
6 月 18:30 センター 13:30 センター

9:00 センター 18 土 9:30/10:00 センター
9:00 センター 7:30 各拠点
10:00 センター 13:30 センター
10:00 センター 27 月 18:30 センター
13:00 センター 28 火 13:30 センター
19:00 センター 29 水 19:00 センター

10 金 9:30 センター 30 木 18:30 センターまちづくりサークル 地域づくり三役会

段ボールコンポスト講習会

17 金

ひよこミルク 子ども委員会例会
乳がん検診 オレンジほっとサロン
おんだ翼 おんだ翼

8 水

老連役員会 自治会長研修会

交通役員会
21 火

あいさつ運動
社会教育総会 支え合い会議

オレンジほっとサロンin則貞

地域づくり三役会
お楽しみ昼食会

ふれあい運動例会
恩子連定例会

地域づくり役員会
体育振興会三役会

オレンジほっとサロンin五十目山

11 土
自主防災総会
認知症講習会

1 水
母推定例会

体振役員・部長会議

民児協月例会

※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。



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 石川　和行 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 大塚　幸治 21

4－1 下瀬　　亨 　4-1区 4－1 花田　寿 4－1

　4-2区　 4－2 西村　昌隆 4－2

　4-3区 4－3 濱田　邦男 4－3

4－4 花谷　洋子 　4-4区 4－4 末繁　圭子 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 松並　繁 14－4

　14－6区 14－6 都秋　巌 14－6

　14－3区　　 14－3 田中　厚生 14－3

　29区 29 山田　繁雄 29

　30区 30 瀧　元伸 30

　14－5区　 14－5 下藤　秀男 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　節子 22－1

　22－2区　 22－2 尾川　淳司 22－2

　27－3区 27－3 新井　博彦 27－3

23 是永　伸二 　23区（一部）　野原一丁目　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 藤槻　昌士 24

　25区　27-4区　27－5区（一部） 25 中村　真一 25

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

27－5 寺西　秀人 27－5

　27－1区　 27－1 山根　佐代子 27－1

　27－2区 27－2 兼広　三朗 27－2

　27－5区（一部）　恩田二丁目7～9番 27－5 寺西　秀人 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。

会長　山根和人　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４年４月１日～令和５年３月３１日

吉原　ひろ子

27－5 前田　隆

27－1 山根　和人

14－5 高山　秀二

19

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

奈須　通博

23 植野　淑子

5－2 竹光　俊晴

14－6 正路　睦代

30 垣内　武秀

2－5 大谷　定弘

4－3 村上　悦子

田中　雅栄 　7-2区　7-3区　7－2

担　　　当　　　区 担当区
福祉委員民生委員・児童委員

令和4年6月1日号（509号）

5－1 柳澤　泰 5－15－1

恩田地区「認知症の人を支えよう」学習会開催のご案内 主催：恩田地区安心安全見守りネットワーク

開催日：令和４年６月１１日（土） １０時３０分～１２時 場所：恩田ふれあいセンター２階会議室

恩田地域づくり協議会 ホームページ「おんだ」 お知らせ


