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５・６月の予定 

行
事
等 

 5月 17日 （日） 壮年ソフトボール大会（8:00～） 小田部小学校他

 5月 19日 （火） 献血（9:30～12:00, 13:00～15:00） 小田部5丁目セブンイレブン前

 6月 7日 （日） ラブアースクリーンアップ2015（9:00～） 室見川八田医院前河川敷

 6月 7日 （日） 人権尊重推進協議会研修会（14:15～） 小田部公民館

 6月 9日 （火） 災害対応リーダーミーティング（19:30～） 小田部公民館

 6月 12日 （金） 男女共同参画協議会バスハイク 

 6月 14日 （日） ママさんバレーボール大会 小田部小学校体育館

 6月 16日 （火） 社協講演会「認知症予防の話」（13:30～） 小田部公民館

 6月 28日 （日） 子どもドッジボール大会<女子> 小田部小学校体育館

 6月 29日 （月） 母子巡回健康相談（9:30～） 小田部公民館

定
例
活
動 

5月17日（日）／6月21日（日） 中央公園清掃（9:00～10:00） 小田部中央公園

5月24日（日）／6月28日（日） 運営委員会（18：00～19:00） 小田部公民館 

原則として毎週日曜日 子どもソフトボール広場（9:00～11:00） 小田部中央公園

 

ごあいさつ 

小田部校区自治協議会 会長 松永 マツエ 

 会長として4年目を務めさせていただきます。昨年度は校区内のあちらこちらでの安

全安心まちづくりの取り組みによる環境整備、中学校前の信号機、小田部西公園のリニュ

ーアル等、小田部校区の価値がまた一歩高まった1年でした。また、新しくなった公民館を

活用して、新しいまちづくりの取り組みも始まりました。今年度もひきつづき笑顔と元気

があふれる小田部校区を目指していきます。校区活動の主役は住民のみなさんです。こ

れからも積極的なご参加をお願いいたします。 

 

 

平成27年度の活動について  

 4月19日(日）に代議員総会が開催され、

1年間の活動計画と予算が承認されました。

詳細は裏面をご参照ください。当日の資

料は公民館で閲覧できます。 

 

 おおむね従来の活動を踏まえながら、早

めの計画と情報発信に努めていきたいと

考えています。みなさまのご協力を、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 



壮年ソフトボール大会を開催します  

 5月17日（日）に壮年ソフトボール大会を

小田部小学校・原北中学校グラウンドで開

催いたします。開会式は8:00より小田部小

学校グラウンドです。 

なお、先月号では雨天順延日をお知らせし

ましたが、雨天の場合は中止とします。こ

の場合、早良区大会への代表チームを決

定するためのトーナメント戦を開催するこ

とがあります。 

 チーム構成は町内会毎になりますので、

エントリは各町内会にお問い合わせくださ

い。多数のご参加をお待ちしています。 

ママさんバレーボール大会について（再掲）  

 平成27年度の小田部校区ママさんバレ

ーボール大会は、これまでと態勢を変え

て自治協議会と有志の主催により開催し

ます。 

 日時 平成27年6月14日（日） 

 場所 小田部小学校体育館 

 この練習を5月29日（金）、6月5日（金）、

12日（金）の19：30より、小田部小学校体育

館で行います。小田部校区にお住まいの

方はどなたでも参加できます。運動のでき

る服装に体育館シューズ持参の上おいで

ください。練習、大会ともに多数のご参加

をお待ちしています。 

 なお、早良区大会は7月5日です。ご不

明な点は自治協議会事務局までお問い合

わせください。 

市民活動保険制度について  

 自治協や町内会、公民館が主催する行

事でのケガに利用できる保険制度があり

ます。事前の申し込みは不要ですが適用

条件があります。必要がありましたら公民

館窓口にお問い合わせください。 

献血にご協力ください  

 5月19日（火）に、小田部5丁目セブンイ

レブン駐車場にて、献血を行います。多く

のみなさまのご協力をお願いいたします。 

  5月19日（火曜日） 

  9:30～12:00 13:00～15:30 

  小田部5丁目セブンイレブン駐車場 

母子巡回健康相談＆ボランティア募集  

 今年度の母子巡回健康相談は6月29日

（9:30～、9月29日（13:30～）、12月24日

（13:30～）に小田部公民館で行われます。 

 これをお手伝いいただける方を毎回2

名募集します。2時間程度、小さい子どもと

お母さんのサポートをお願いできませんか。

お申し出をお待ちしています。 

 

（※お知らせは次ページに続きます） 

 

自治協議会1ヶ月の動き  

（前号発行以降のものを記載しています） 

 

3月  23日 男女共同参画協議会定例会 
  24日 食生活改善推進協議会定例会 
  29日 小田部西公園オープニングもちつき大会 
  29日 子どもソフトボールvs老人クラブ 
4月  5日 役員会 
  8日 青少年育成連合会定例会 
  14日 災害対応リーダーミーティング
  14日 民生委員定例会 
  14日 老人クラブ連合会定例会 
  16日 子ども会育成連合会定例会 
  17日 春のフリーマーケット出店者会議 
  19日 代議員総会 
  22日 春のフリーマーケット 

4月5、12、19日 子どもソフトボール広場 
4月19日 中央公園清掃 



ラブアース2015について  

 ラブアースクリーンアップが6月7日に開

催されます。小田部校区では、例年室見川

（早良区）会場に参加しています。今年も

各町内で5名程度のご協力をお願いいた

します。9:00から、集合場所は室見川の小

田部大橋上流、八田医院前の河川敷です。 

キックボードの乗り方について  

 キックボード（＝子どもの遊具で、片足を

乗せ片足で地面を蹴って進む乗り物）での

事故が全国的に問題になっています。校

区内でも危険な乗り方を見かけます。苦情

も多く寄せられています。 

 キックボードは道路ではなく公園で乗り

ましょう。また、家庭でお子様とキックボー

ドの乗り方について今一度確認をお願い

いたします。 

資源回収と分別の方法  

 小田部校区では、小学校西側公園横に

校区リサイクルステーション、公園3カ所に

リサイクルボックスが設置されています。 

設置場所 開いている日 集めるもの

小田部小学校 

西側公園横 

水・土・日曜日の 

9～17 時 

古紙・アルミ缶

古着・牛乳パック

リターナブル瓶

小田部東公園 
土・日曜日の 

9～17 時 

古紙・アルミ缶

古着 

小田部西公園 
水・土曜日の 

9～17 時 

古紙・アルミ缶

古着 

リターナブル瓶

小田部 

中央公園 

火・木・日曜日の 

9～17 時 
古紙 

 菓子の箱やティッシュ箱、トイレットペー

パーのロール芯などは雑紙です。段ボー

ルや新聞と混ぜないでください。 

 紙袋に入れて袋の取っ手を結んで出さ

れても結構です。これは各町内会での資

源回収でも同様ですので、よろしくご協力

のほど、お願いいたします。 

新年度特集  

 ここでは、平成27年度の役員等、主な行

事、予算の概要についてお知らせします。

詳しい情報については総会資料を公民館

で閲覧できます。 

◎ 主な自治協・構成団体・協力団体役員等 

自治協 会長 松永 マツエ（小田部5-2） 

自治協 副会長 十時 裕（小田部7-2） 

自治協 副会長 松山 基範（小田部6） 

自治協 副会長 大内 伸二（小田部5-1） 

自治協 副会長 渡辺 浩（小田部1-3） 

自治協 会計 水田 和夫（小田部7-1） 

自治協 総務 古澤 俊彦（小田部6） 

小田部1丁目1区 町内会長 稲垣 久善 

小田部1丁目2区 町内会長 益田 美佐代 

小田部1丁目3区 町内会長 渡辺 浩 

小田部5丁目1区 町内会長 山本 政行 

小田部5丁目2区 町内会長 松永 マツエ 

小田部6丁目 町内会長 松山 基範 

小田部7丁目1区 町内会長 水田 和夫 

小田部7丁目2区 町内会長 十時 裕 

南庄5丁目 町内会長 足谷 勝己 

室見団地1区 町内会長 今中 清 

室見団地2区 町内会長 西 弘子 

室見団地3区 町内会長 小森 新 

室見団地4区 町内会長 井手 秀樹 

室見団地5区 町内会長 松田 良幸 

室見団地6･7区 町内会長 落合 ひとみ 

子ども会育成連合会 会長 奥 志津（小田部7-1） 

青少年育成連合会 会長 古賀 めぐみ（団地5） 

男女共同参画協議会 会長 相川 里美（小田部1-1） 

体育振興会 会長 大内 伸二（小田部5-1） 

交通安全推進委員会 会長 今中 清（団地1） 

防犯・自主防災会 会長 藤元 和巳（南庄5） 

環境活動推進委員会 会長 松田 良幸（団地5） 



保健福祉推進委員会 会長 水田 和夫（小田部7-1） 

食生活改善推進委員会 会長 床西 啓子（団地4） 

中央公園地域広場運営委員会 会長 松山 基範（小田部6） 

きれい華隊 隊長 松永 マツエ（小田部5-2） 

人権尊重推進協議会 会長 松永 マツエ（小田部5-2） 

社会福祉協議会 会長 戸田 悦子（団地3） 

民生・児童委員 幹事 島田 義人（南庄5） 

老人クラブ連合会 会長 矢島 武利（小田部1-2） 

だいこんの会 会長 金子 信幸（小田部6） 

小田部太鼓保存会 会長 松尾 嘉郎（団地6･7） 

スポーツ推進委員 植木 正美（小田部7-2） 

スポーツ推進委員 秋吉 俊宏（団地1） 

自治協議会 監事 山口 静義（小田部7-1） 

自治協議会 監事 増尾 淳夫（団地6,7） 

◎ 主な年間行事予定 

4/19 代議員総会・交流会 

4/26 春のフリーマーケット（雨天順延） 

5/17 壮年ソフトボール大会 

5/19 献血 

6/7 人尊協総会・研修会 

6/12 男女共バスハイク 

6/14 ママさんバレーボール大会 

6/16 社協講演会 

6/28 子どもドッジボール大会<女子> 

7/5 子どもドッジボール大会<男子> 

7/18 夏まつり 

8/23 中学生ソフトバレー大会 

9/20 敬老会（～21日） 

10/4 秋期大運動会 

10/25 秋のフリーマーケット 

11/1 だんち活き活き祭 

11/8 福岡マラソン応援ウォーキング 

11/15 小学生綱引き大会 

11/15 ビーチボールバレー大会 

11/21 健康フェスタ 

12/20 団地餅つき大会 

12/20 だいこんの会餅つき大会 

12/27 歳末パトロール 

1/10 新春フェスタ 

1/11 新年交歓会 

◎ 予算の概要 

 予算（収入と支出）の内訳は下記の通り

です。 

 

収入の内訳（5,384千円） 

 

支出の内訳（5,384千円） 

ホームページで情報発信中  

 ホームページでは、「自治協だより」の

毎号記事の補足や行事写真、スケジュー

ル等に関する詳しい情報をご覧になれま

す。また、スケジュールの変更や緊急のお

知らせもしています。 

 アドレスはhttp://kotabe.skr.jp/ です。

「小田部校区」等で検索できます。 

事務局態勢について  

 4月より事務局員が田上智美さん（団地

5区）に変わりました。これに伴い電話等に

対応できる時間帯が変更になります。1ペ

ージ目最上段をご参照ください。 

 なお、常勤態勢がとれませんので、これ

以外の時間帯は公民館事務室にお問い合

わせください。 

0% 50% 100%

繰り越し 福岡市補助金 町内会負担金

リサイクル その他

0% 50% 100%

安全・安心 子ども
環境 健康
スポーツ 男女共同参画
夏まつり 運動会
その他の公益事業 団体負担金
校区内団体助成金 事務・運営費


