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小田部校区自治協議会事務局 office@kotabe.skr.jp

5・6 月の予定

https://kotabe.skr.jp/

※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、公民館にご確認ください。

5/1（日）

日曜版あんだんて♪＆同窓会 （10:00～12:00）

5/1（日）

ちゃりチャレ （14:00～15:30）

公民館
中央公園

5/10（火） こたべかたりぃ （13:00～15:00）

公民館

5/10（火） 防災ミーティング （19:30～20:30）

公民館

5/15（日） 壮年ソフトボール大会 （8:00～16:00）※開会式は小学校

小学校・中学校

5/15（日） ママさんバレーボール大会 （8:15～12:00）
行 5/21（土） 小田部塾「近郊を中心とした山野草と野鳥とその写真」講師：守田義弘 （18:00～20:00）
事
等 5/22（日） 30周年企画1 ふれあいこたべ動物園 （10:00～15:00）

定
例
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小学校
公民館
中央公園

5/25（水） ママカフェ・あんだんて♪ （10:00～12:00）

公民館

6/04（土） 交通安全懇談会 （13:00～14:00）

公民館

6/12（日） ソフトバレーボール大会 （09:00～12:00）

小学校

6/22（水） ママカフェ・あんだんて♪ （10:00～12:00）

公民館

6/26（日） こたべ寺子屋 （09:30～12:00）

公民館

6/26（日） Qチャレ （13:30～15:30）

公民館

5/1, 22, 6/26（日） 社協サンデーカフェ

公民館

5/17,24, 6/7,21,28（火） あらたいそう （14:00～15:00）

公民館

5/22, 6/26（日）

中央公園清掃（9:00～10:00）

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）

中央公園

小田部校区の皆様へ
令和2年4月に小田部中央公園東側に開園し
ました、室見ガーデン保育園です。コロナ禍で、
地域の方々との交流ができないままになってお

チーム構成は町内会毎になりますので、各町
内会にお問い合わせください。雨天の場合は中
止です。この場合、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。

りましたが、この度ご挨拶をさせていただく機
会をいただきありがたく思っております。子ども
たちの命を育む場として地域の方に認識してい
ただくと同時に、散歩コースや近隣のご家庭に
は声や行事での音響など、ご迷惑をおかけする
こともあるかと思いますが、ご理解のほどよろ
しくお願いいたします。
室見ガーデン保育園

園長

今村永江

小学校体育館で開催します。チーム構成は町
内会毎になりますので、各町内会にお問い合わ
せください。
いずれも感染症対策を実施した上で開催し
ますが、状況により中止・縮小する可能性が
あります。ご注意ください。

ふだんは来られないママさんパパさんもお越
しください。この日は0歳児でなくてもOKです。
卒業生のみなさんもどうぞ。

自転車を使ってスラロームや一本橋、15メート
ル遅い競争などのアスレチックコースに挑戦でき
ます。予約は不要です。自転車に乗って中央公
園に来てください。親子でどうぞ。

小 田 部 公 民 館 は1992年 4月の開館から30周
年を迎えます。小田部校区では、この1年間を30
周年イヤーとして、公民館と一緒にお祝いして
いきます。
30 周 年 企 画 の 第 1 弾 とし て 5 月 22 日 （ 日 ） の
10:00～15:00、小田部中央公園に移動動物園が
やってきます。小動物に触れることができます。
2年ぶりのこたべ餅の出店もあります。お楽しみ
に。
当日のスタッフ（設営撤去・開催時間帯の案内
係）を募集します。設営撤去（力仕事）をご担当
いただける方は9:00に公園北口においでくださ
い。案内係をご担当いただける方は9:30におい
でください。ご案内係は一部時間帯のみでもOK
です。

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 藤本 美紀
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 田代 由美子
子ども会育成連合会 会長 友納 京子（小田部7-1）
青少年育成連合会 会長 江口 順子（団地1）
男女共同参画・地域力向上委員会 会長 中島 義和（団地1）
体育振興会 会長 重石 貴弘（団地1）
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 阿部 真之介（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）
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 松永 マツエ（小田部5-2）
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 大淵 和年（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 一坊寺 未由（小田部5-2）

下記のみなさまにお務めいただきます。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 俵 英樹（小田部6）
小田部1丁目1区 町内会長 宮武 大悟
小田部1丁目2区 町内会長 中津留 重治
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 小野 隆
小田部7丁目1区 町内会長 水田 和夫

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

4/06（水）
4/11（月）
4/13（水）
4/13（水）
4/15（金）
4/19（火）
4/24（日）
4/24（日）
4/26（火）
4/26（火）

青少年育成連合会チームわかば定例会
子ども会連合会定例会
ママさんバレーボール大会監督者会議
青少年育成連合会総会・定例会
男女共同参画・地域力向上委員会定例会
あらたいそう
代議員総会
壮年ソフトボール大会監督者会議
食生活改善推進委員会総会・定例会
あらたいそう

