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4月 24日 （日） 壮年ソフトボール大会監督者会議（19:00～）
小田部公民館
4月 27日 （水） 母子巡回健康相談（13:30～）
小田部公民館
5月 8日 （日） 熊本地震復興支援チャリティバザー（10:00～14:00）
小田部中央公園
5月 14日 （土） ママさんバレーボール・ソフトバレーボール大会代表者会議（19:00～） 小田部公民館
5月 15日 （日） 壮年ソフトボール大会（8:00～）
小田部小学校他
5月 15日 （日） ラブアースクリーンアップ2016（9:00～）
室見川八田医院前河川敷
5月 19日 （木） 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 12日 （日） ママさんバレーボール大会（8:15～）
小田部小学校体育館
6月 12日 （日） ソフトバレーボール大会（13:00～）
小田部小学校体育館
6月 14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 26日 （日） 子どもドッジボール大会<女子>
小田部小学校体育館
5月22日（日）／6月26日（日） 中央公園清掃（9:00～10:00）
小田部中央公園
5/22（日） 夏まつり実行委員会（18:00～18:30）, 運営委員会（18：30～19:30）
小田部公民館
6/05（日） 交通安全推進（10:00～11:00）,防犯・自主防災（11:00～11:30）,環境活動推進（11:30～12:00）,保健福祉推進（12:00～12:30）総会
小田部公民館
6/26（日） 夏まつり実行委（18:00～18:30）, 運動会実行委員（18:30～19:00）, 運営委（19：00～20:00）
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5年目を務めさせていただきます。昨年度は2つの目に見える活動を行ってきまし
た。だいこん家族は3世代8名のファミリーが出揃い、広報物やイベント時の幟に印刷されてみな
さんにお目にかかっています。またチームカラーでは、運動会参加12チームのカラーではちまき、
たすきを統一することで、各チームの一体感もアップしたのではないかと思います。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。

■熊本地震復興支援チャリティバザーを行います

■母子巡回健康相談＆ボランティア募集

4月 17日 開 催 予 定 の春 のフリーマーケット
2016は中止にしました。その代替として「熊本
地震復興支援チャリティバザーを開催いたし
ます。春フリマに準じて5月6日まで出店者を
募集します。自治協議会事務局（公民館）に備
え付けの申し込み用紙にご記入ください。

今年度の母子巡回健康相談は4月27日、8
月4日、12月15日の13:30から小田部公民館で
行われます。

なお、雨天やその可能性がある場合は中止にし
ます。その際はホームページでお知らせします。

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。

5月15日（日）に壮年ソフトボール大会を開
催します。開会式は8:00より小田部小学校グ
ラウンドです。なお、雨天の場合は中止とし、こ
の場合、早良区大会への代表チーム決定戦を
別途開催します。
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。
監督者会議は4月24日（日）19:00から小田
部公民館で開催です。

昨年度おやすみしたソフトバレーボール大
会が復活します。ママさんバレーボール大 会
と合わせて、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
日時 6月12日（日）8:15集合
場所 小田部小学校体育館
◆ソフトバレーボール大会
日時 6月12日（日）12:40集合
場所 小田部小学校体育館
練習は4月以降、以下の日程で行います。
◇ママさんバレー ： 毎週金曜日の19:30～21:30
◇ソフトバレー ： 毎週月・木・土曜日の19:30～21:30
いずれも小田部小学校体育館にて、各サー
クルと一緒の練習になります。サークルのみな
さま、よろしくお願いします。小田部校区にお
住まいの方はどなたでも参加できますので、
運動ができる服装に体育館シューズを持参の
上、奮ってご参加ください。
なお、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。代表者会議は5月14日（土）19:00から小田
部公民館で開催です。

■献血にご協力ください
5月19日（木）に、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（木曜日）
9:30～12:00 13:00～15:30
小田部5丁目セブンイレブン駐車場

1年間、よろしくお願いいたします。
自治協議会 会長 松永 マツエ（小田部5-2）
自治協議会 副会長 十時 裕（小田部7-2）
自治協議会 副会長 松山 基範（小田部6）
自治協議会 副会長 渡辺 浩（小田部1-3）
自治協議会 会計 川本 雅俊（小田部6）
自治協議会 総務 古澤 俊彦（小田部6）
小田部1丁目1区 町内会長 松崎 直子
小田部1丁目2区 町内会長 守田 健
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 岩間 雅人
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 川原 裕伸
室見団地6･7区 町内会長 波多江 桂子
子ども会育成連合会 会長 藤原 陽子（小田部1-3）
青少年育成連合会 会長 上村 和恵（小田部7-1）
男女共同参画協議会 会長 塚本 裕子（小田部7-2）
体育振興会 会長 重石 貴弘（小田部7-2）
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 小路 和代（小田部5-2）
保健福祉推進委員会 会長 水田 和夫（小田部7-1）
地域協働事業委員会 会長 十時 裕（小田部7-2）
中央公園地域広場運営委員会 会長 松山 基範（小田部6）
食生活改善推進委員会 会長 床西 啓子（団地4）
自治協議会 事務局員 田上 智美（団地5）
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）

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）

4月

5日
10日
12日
13日
1５日
15日
17日
17日
20日

役員会
体育振興会総会
災害対応リーダーミーティング
子ども会育成連合会定例会
男女共同参画協議会定例会
春のフリーマーケット出店者会議
代議員総会
春のフリーマーケット
青少年育成連合会定例会

今号より子どもソフトボール広場の開催履歴の記載を取りやめます

