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（このほかの情報はホームページに掲載しています。）
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防災ミーティング（19:30～20:30)
小田部公民館
自治協代議員総会・交流会（11:00～14:00)
小田部公民館
フリーマーケット実行委員会・出店者会議（19:00～19:30)
小田部公民館
こたべスマイルデー
グリーティングルーム with あんだんて♪（10:30～12:00)
小田部公民館
春のフリーマーケット（10:00～14:00)
小田部中央公園
サンデーカフェ（11:00～14:00)
小田部公民館
中央公園利用スポーツチーム体験会（13:00～15:00)
小田部中央公園
だいこんの会の紹介＆青パト講習会（13:30～15:00）
小田部公民館
5/17 （木） 献血（9:00～15:00）
小田部5丁目セブンイレブン前
5/19 （土） 小田部塾（18:00～20:00）
小田部公民館
5/20 （日） 壮年ソフトボール大会（08:00～）
小田部小学校・原北中学校
5/20 （日） ママさんバレーボール大会（08:30～）
小田部小学校
5/27（日） 運営委員会（18：30～19:30）／夏まつり実行委（18:00～19:00）
小田部公民館
4/29, 5/27（日） ラジオ体操・中央公園清掃（9:00～10:00）
小田部中央公園
原則毎週日曜日 子どもソフトボール広場（9:00～11:00）
小田部中央公園

新 年 度 1回目のこたべスマイルデーを4月29
日に開催します。今回は、以下の5つのイベント・
コーナーが設けられます。多数のみなさまのお
越しをお待ちしています。
（以下、先月号にやや詳しく紹介しています。）

春 の フ リ ー マ ー ケ ッ ト を 、 4 月 29 日 （ 日 ） の
10:00～14:00に開催します。なお、小雨を含む雨
天や、雨天の可能性がある場合は中止にします。
その場合はホームページでお知らせします。
出店者を募集します。お申し込みいただける
のは小田部校区在住で、準備や運営にご協力
いただける方です。1区画は幅約2.5m、奥行き1m
で、お1人につき1区画、参加費は不要です。
お申し込みは4月8日～15日まで、自治協議会

事務 局（公民 館）に申 し込み用紙 を提出 してく
ださい。（電話は受け付けません。）先着20区画
で、定数に達し次第締め切ります。

小田部に新しくおいでになったみなさま、お
立ち寄りください。小田部グッズのプレゼントも
あります。あわせて、赤ちゃんのママのためのサ
ロン「ママカフェ・あんだんて♪」の日曜日 版も
あります。パパも一緒にお越しください。

いつもの喫茶室では飲み物と甘いものが100
円で用意されています。介護の情報コーナーも
あります。ご家族でお越しください。

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
右の QR コードを読み取ってご覧ください

日頃中央公園で活動している子どもスポーツ
クラブの体験ができます。予約は不要。運動が
できる服装でどうぞ。

だいこんの会の活動紹介（13:30～13:50）と、
「だいこん号」に乗るのに必要な実施者証（県警
発行）が取得できる講習会（14:00～15:00）です。
運転免許証をお持ちの方は持ってきてください。
事前申し込みは不要です。

5月20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おります。なお、代表者会
議を4月22日（日）18:30から小田部公民館で開
催します。

新年度 の主 な行事 等を下記 のように計 画し
ています。なお、変更になる場合がありますので、
直前に今一度ご確認ください。
4/ 22 （日） 自治協代議員総会・交流会
4/ 29 （日） こたべスマイルデー
5/ 17 （木） 献血
5/ 20 （日） 壮年ソフトボール大会
5/ 20 （日） ママさんバレーボール大会
5/ 27 （日） 原北中学校体育大会
6/ 03 （日） 小田部小学校運動会
6/ 10 （日） ラブアースクリーンアップ2018
6/ 10 （日） ソフトバレーボール大会
6/ 24 （日） 子ども会女子ドッジボール大会
7/ 01 （日） 子ども会男子ドッジボール大会
7/ 21 （土） 夏まつり
7/ 29 （日） こたべスマイルデー
8/ 03 （金） 青少年育成会広域夜間巡回
8/ 19 （日） 中学生ソフトバレー大会
8/ 23 （木） 母子巡回健康相談
9/ 02 （日） 運動会説明会・監督者会議
9/ 23 （日） 校区一斉清掃
9/ 23 （日） こたべスマイルデー
10/ 07 （日） 秋季大運動会
10/ 30 （火） がん・結核検診
11/ 04 （日） だんち活き活き祭
11/ 11 （日） 福岡マラソン応援ウォーキング
11/ 18 （日） 子ども会綱引き大会
11/ 18 （日） ビーチボールバレー大会
11/ 25 （日） 室見川一斉清掃
11/ 25 （日） こたべスマイルデー
12/ 16 （日） 室見団地餅つき大会
12/ 27 （木） 歳末パトロール
1/ 06 （日） 新年交歓会
1/ 13 （日） 新春フェスタ
1/ 27 （日） こたべスマイルデー
4/10, 6/12, 9/11, 10/9, 12/11, 2/12（火） 防災ミーティング
5/19, 9/15, 11/17, 1/19, 3/16（土） 小田部塾

5月20日（日）にママさんバレーボール大会を
小田部小学校体育館で開催します。今回は約1
ヶ月繰り上げて、ソフトバレーボール大会とは別
に開催します。
練 習 を 4/27 ～ 5/18 の 毎 週 金 曜 日 19:30 ～
21:30に、サークルと一緒に行います。サークル
のみなさま、よろしくお願いします。運動ができ
る服装に体育館シューズを持参してください。
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おります。

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

2/26（月）
2/27（火）
3/08（木）
3/09（金）
3/14（水）
3/16（金）
3/16（金）
3/18（日）
3/18（日）
3/25（日）

保健福祉事業懇談会
味噌作り講習会
子ども会育成連合会定例会
原北中学校卒業式
青少年育成連合会定例会
小田部小学校卒業式
男女共同参画協議会定例会
町内会長会
中央公園利用団体懇談会
自治協運営委員会

