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5・6月の予定 ※掲載以降に中止となる可能性があります。詳しくはホームページか、公民館に電話でご確認ください。 

行
事
等 

6/ 6 （土） 交通安全懇談会 （10:00～12:00） 公民館 

6/ 6 （土） 人権尊重推進協議会総会・研修会 （14:00～16:00） 公民館 

6/ 14 （日） ソフトバレーボール大会 （09:00～12:00） 小学校 

6/ 21 （日） 協定事業所懇談会 （13:00～15:00） 公民館 

6/28 （日） こたべ寺子屋 （09:00～12:00） 公民館 

6/28 （日） 小中学生クイズ大会 （13:30～15:30） 公民館 

6/30 （火） 母子巡回健康相談 （13:30～14:00受付） 公民館 

定 
例 
活 
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5/24（日） 夏まつり実行委（18:00～18:30）運営委（18:30～19:30） 公民館 

6/28（日） 夏まつり実行委（18:00～18:30）運動会実行委（18:30～19:00）運営委（19:00～20:00） 公民館 

5/24, 6/28（日） ラジオ体操・中央公園清掃（9:00～10:00） 中央公園 

6/28（日） 社協サンデーカフェ （11:00～14:00） 公民館 

6/2,16（火） あらたいそう（13:30～15:00） 公民館 

 

 現在、福岡市も対象となる非常事態宣言が出

されており、小田部公民館も臨時閉館となって

います。5月以降の見通しも立たず、影響もゼロ

ではないことが予想されることから、5月の活動

もほぼ見合わせます。 

 中止する主なものは下記です。 

5/12,19（火） あらたいそう 

5/12（火） 防災ミーティング 

5/14（木） 献血 

5/16（土） 小田部塾 

5/17（日） 壮年ソフトボール大会 

5/17（日） ママさんバレーボール大会 

5/23（土） だいこんの会青パト講習会 

5/24（日） 社協サンデーカフェ 

5/27（水） ママカフェ・あんだんて♪ 

6/21（日） 小学生綱引き大会 

 ここには掲載しておりませんが、公民館が主

催するものも同様です。ご注意ください。 

 5月17日（日）に開催予定でした小田部校区壮

年ソフトボール大会は中止といたします。来年ま

でお楽しみに。 

 5月17日（日）に開催予定でした小田部校区マ

マさんバレーボール大会も中止といたします。

来年まで、お楽しみに。 

 この自治協だよりの左上隅のキャラクターが

毎号で変わっているのに気づいていただいて

いますか。今号のキャラクターは3人の赤ちゃん

を抱いたおかあさんで、2年前の夏に誕生した最

新キャラです。ところがこのおかあさん、これま

でのおかあさんとは何かが違うのです。それは

な～に？ 



 

 下記のみなさまにお務めいただく予定です。 

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 藤元 和巳（南庄5） 

自治協議会 副会長 古澤 俊彦（小田部6） 

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 梅山 雅憲（小田部7-2） 

小田部1丁目1区 町内会長 柴田 眞理子 

小田部1丁目2区 町内会長 松ヶ下 恒夫 

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 大内 伸二 

小田部5丁目2区 町内会長 阿部 真之介 

小田部6丁目 町内会長 北田 三代 

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 上村 勉 

南庄5丁目 町内会長  島田 義人 

室見団地1区 町内会長 相浦 義光 

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 市川 伸悟 

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 松下 育子 

子ども会育成連合会 会長 星田 晃代（小田部1-3） 

青少年育成連合会 会長 原 佐和子（団地3） 

男女共同参画・地域力向上委員会 会長 吉田 治男（小田部7-1） 

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 相浦 義光（団地1） 

防犯推進委員会 会長 藤元 和巳（南庄5） 

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 塚本 裕子（小田部7-2） 

保健福祉推進委員会 会長 水田 和夫（小田部7-1） 

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） 

人権尊重推進協議会 会長 松山 基範（小田部6） 

社会福祉協議会 会長 西 満茂（小田部5-1） 

民生・児童委員 幹事 柴田 和子（小田部1-1） 

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 奥 新一郎（小田部7-2） 

スポーツ推進委員 原 聖（小田部5-1） 

スポーツ推進委員 御供田 智彰（小田部1-3） 

自治協議会 事務局員 田上 智美（団地5） 

自治協議会 事務局員 大藏 紀子（小田部7-1） 

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） 

■だいこん家族 誕生秘話 

※この記事は、自治協だより第91号 

 （平成27年9月号）の再掲です。 

 ホームページにさらに詳しい紹介 

 記事があります。 

 両手に鉛筆と雑巾を持った鳥のキャラクター、

スタンバードをご存じですか。小学校や中学校の

横断幕等に描かれています。 

 小田部校区と小学校のキャラクターとして昨

年登場した「だいこん母さん」は、このスタンバ

ードにだいこんを持たせたいというとんでもな

いリクエストから生まれました。両手にだいこん

を持っているのはそういう経緯から。ちなみに

このだいこんは小田部小学校創立20周年記念

事業のイメージロゴが使われています。 

 そして、子どもたちに次いで満を持して登場

したお父さん。登場が遅れた理由とは？ 正解

は野菜ソムリエとして名を馳せるも、だいこんを

極めるためにヨーロッパ各地を修行して回って

いたから。なるほど、なかなかの風格ですね。 

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 

 

開催日を伴う活動履歴はありません 

 

 


