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防災ミーティング （19:30～20:30）
小田部公民館
母子巡回健康相談 （13:30～）
小田部公民館
新春フェスタ 竹取り（11:00～13:00）/第1回実行委員会（１4:00～15:00） 小田部中央公園
歳末パトロール （19:00～20:30）
各町内集合～小田部公民館
第2回新春フェスタ実行委員会（19:30～20:30）
小田部公民館
新春フェスタ2017 （08:00～11:00）
小田部中央公園
新年交歓会2017 （11:00～14:00）
小田部公民館
DIG（災害図上訓練）（対象：室見団地）10:00～12:00
室見団地集会所

定 12/25（日）／1/22（日）
例
活 12/25（日）／1/22（日）
動 原則として毎週日曜日

中央公園清掃（9:00～10:00）
運営委員会（18：00～19:00）
子どもソフトボール広場（9:00～11:00）

ドンと焼きを改め 4 年目となる新春フェスタ
を 1 月 8 日（日曜日）8:00 から開催します。当
日 はぜんざい等 の提 供 、餅 つき大 会 、むかし
の遊び等が行われます。お正月飾りを持って
お越しください。実行委員を募集しています。
12 月 18 日に竹取りと第 1 回実行委員会を行
います。どなたでもどうぞご参加ください。

毎週日曜日の 9:00 から小田部中央公園で、
子どもと大人の「ソフトボール広場」が開催さ
れています。1 月 8 日は新年の第 1 回として、
新春フェスタ終了後に開催します。どなたでも
ご参加いただけますので、運動ができる服装
でおいでください。（グローブを持参いただけ
れば助かります。）

小田部校区ホームページ
校区の最新情報が掲載されています

小田部中央公園
小田部公民館
小田部中央公園

12月27日に歳末パトロールを行います。前
半として小田部1丁目は東公園、小田部5丁目
は西公園、小田部6,7丁目と南庄5丁目は公民
館 、室 見 団 地 は集 会 所 に19:00に集 合 し、1時
間程度町内を巡回しながら公民館に向かいま
す。公民館では交番からの講話等を聞いて
20:30頃 に解 散 します。その後 は反 省 会 も準
備されています。今年最後の活動として、多く
のみなさまのご参加をお願いいたします。

よりよく災 害 に備 えるには、万 一 の際 に何
が起きてどう対処する必要があるのかを知っ
ておく必要があります。
1月22日 には、室見 団地 のみなさまを対象
としたDIGを、10:00から室 見 団 地 集 会 所 にて
行います。多数の参加をお願いします。なお、
屋外での活動は行いません。

小田部校区では、災害発生時の対応等を話
し合うためのミーティングを2ヶ月に1回、偶数
月 の第 2火 曜 日 に開 催 しています。次 は12月
13日の19:30から、小田部公民館で開催です。
今度のミーティングでは、避難所運営の話
を始めます。先の熊本地震でも地域対応力の
差 がその後 の避 難 所 の明 暗 を分 けたという
報道もありました。いざ、というときに頼れる
のは私たち地域住民の力です。
どなたでもご参加いただけます。多数のご
参加をお願いいたします。

福岡マラソンを応援しよう！健康ウォーキ
ングを今年も１１月１３日に開催しました。
当日は晴天の中 ７時３０分に小田部公民
館をスタート。小田部 校区の旗 を先頭に室見
川ウォーキングコースを経由し愛宕大橋を目
指し総勢100名のウォーキングを実施しました。
８時１０分に目的の愛宕大橋横のミニストップ
前に到着すると、ちょっとトラブル。何 と愛 宕
校区の旗が林立し居場所の無い状態。何とか
バス停周辺でスペースを確保して皆で楽しく
応援しました。知り合いが走っていたり着ぐる
みの楽しいランナーとのかけあいがあったり
最終ランナーが通り過ぎるまで応援すること
ができました。無事に開催できましたのも地域
の皆 様 方のおかげと大 変 感 謝 しております。
ありがとうございました。
男女共同参画協議会 会長 塚本裕子
資源はリサイクルに！
設置場所
開いている日
集めるもの
小田部小学校 水・土・日曜日の
古紙
西側公園横
9～17 時
牛乳パック
古紙・アルミ缶
土・日曜日の
小田部東公園
古着
9～17 時
水・土曜日の
小田部西公園
古紙
9～17 時
小田部
火・木・日曜日の
古紙
中央公園
9～17 時

小 田 部 校区 子ども会育 成 連合 会 親 善ニュ
ースポーツ綱引き大会が11月20日に開催され、
各町内から小学4,5,6年生の17チーム約160名
が参加しました。どのチームも心をひとつにし
て一生懸命に綱を引き、地域のつながりがよ
り深まる大会となりました。
結果は以下のとおりでした。
優 勝…南庄５丁目
準優勝…小田部6丁目Aチーム
この大会を開催するにあたりご協力いただい
たすべての皆 様に感 謝 いたします。ありがと
うございました。
子ども会育成連合会 会長 藤原 陽子

11月20日(日)の午後、小学生綱引き大会に
引き続き開催されました。優勝チームは早良
区大会に出場されます。おめでとうございま
す。健闘をお祈りしています。

パート
一般A
一般B

条件
チーム数 優勝
7丁目
男性45歳以上
5
2区1
女性40歳以上
7丁目
年齢制限なし
10
1区

小田部校区 この1ヶ月
前号発行以降の校区の動きと、自治協議会
および構成団体の活動履歴を記載しています

10/26（水）
11/05（土）
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11/06（日）
11/09（水）
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がん・結核検診
原北中学校文化発表会
小田部小学校音楽発表会
だんち活き活き祭
子ども会育成連合会定例会
福岡マラソンを応援しよう！健康ウォーキング
青少年育成連合会定例会
男女共同参画協議会定例会
小学生綱引き大会
ビーチボールバレー大会
秋フリマ出店者調整会議
室見川一斉清掃
秋のフリーマーケット
サンデーカフェ
役員会・運営委員会

