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5・6丁目自治会では学校登校日の 月曜日～金曜日の朝

7：30～8：10 頃まで、子供たちが安心・安全に登下校で

きるように、地域安全パトロール１５：00～の皆様が子供

たちの見守り活動を行っております。 

 ボランティアの方々は子ども達との交流をとても大切にさ

れており、保護者と共に子どもたちの成長を優しい目で見守

ってくれています。 

 今後とも地域の方々の思いやりの優しさで子供たちの安全

を見守ってくださいますようご協力お願い致します。 

今月のミニデイ活動は「切り絵 」講座を行いまし

た。切り絵は「頭の健康」に良いとされています。

指先を使って右脳をきたえることで、認知症の予防

にもつながります。 

 「切り絵」講座は 4回講座となっております。 

興味のある方は公民館までご連絡ください。 

ｍざい   

  しんいｔあえｆ                                                                                      

                       

  

 

  

 

   

  

日 月 火 水 木 金 土 

                                         1 2 

・英会話サークル 

  14：00～  

3 

･体操サークル 

 10：00～ 

４ 

5 6 
・自彊術 

 10：00～ 

７ 

・体操サークル 

 10：00～ 

・パトロール 

    15：00～ 

8 ９ 

・定例 緑樹会 

 14：00～ 

・英会話サークル 

    14：00～ 

10 

・体操サークル 

 10：00～ 

11 

・11日会 

 20：00～ 

12 

・区民清掃 

 9：00～ 

13 

・自彊術 

 10：00～ 

14 

・体操サークル 

 10：00～ 

・パトロール 

    15：00～ 

15 

・「肝ぐくるあ～

ち事業」 

16 

・英会話サークル 

 14：00～ 

17 

・体操サークル 

 10：00～ 

18 

19 

・3自治会 

合同クリスマス

イベント 

20 

・自彊術 

 10：00～ 

21 

・体操サークル 

 10：00～ 

・パトロール 

   15：00～ 

22 

・公民館 

 20時まで 

     会館 

23 

・英会話サークル 

 14：00～ 

24 

・体操サークル 

 10：00～ 

25 

26 27 

・自彊術 

 10：00～ 

28 

・体操サークル 

 10：00～ 

29 30 31    

※今月のみどりの会は 14日（火） 「キャッスルハイランダー」にて 11：00受付～です。 

※今月の定例緑樹会は ９日（木）14：00～です。 

※地域安全パトロールは毎週火曜日 15：00～です。 ※朝の交通安全見守り指導 7：30～8：00頃 

・古紙 ・衣類  

・ビン 

・燃えないゴミ 

・有害ごみ 

・缶 

・ペットボトル 
燃えるゴミ 

毎 週 

月 
毎月 第２・４ 

木 

毎 週 

木 

毎 週 

水・土 

・段ボールや古紙は紙ひもで縛って出してください。 

・衣類は再利用可能なもので、資源ごみの袋に入れて出してください。 

・もえないゴミは指定の袋に入れて出してください。 

・ビン・有害ごみはかごに入れて出してください。 

・缶はかごに入れて出す。 

・ペットボトルは資源ごみの 

袋に入れて出して下さい。 

・指定のゴミ袋に入
れて出して下さい。 

（廃棄する衣類も・） 

※年末・年始はごみ収集日、し尿汲み取り日のご確認をお願い致します。 

詳しい内容は広報うるま 12月号（P18）をご確認ください。  

令和 ３ 年 12 月 1 日 
第 295 号 

公民館℡ 972-5606 

班長さんへ 

いつも自治会にご協力頂きありがとうございます。自治会費の

徴収、広報の配布をよろしくお願い致します。大変恐縮ではご

ざいますが早めのバッグ返却をお願いします。 

公 民 館 年 末・年始 休 業 日 ２９日～１月３日まで 

～天願小学校の児童から感謝状が贈られました～ 

他に様々なボランティアを行っている方々にも 

６丁目：よなはさん地域のごみ拾いを黙々と 

ありがとうございます。感謝・感謝 

公民館にいつでも遊びにきてくださいね

ね!! ～ミニデイ活動報告～ 

＜県道 75号線及び公民館内美化作業について＞ 

 今月は下記の日程で美化作業を行います。 

お忙しいとは存じますが、皆様のご協力よろしくお願い致

します。中学生・高校生の清掃ボランティアも大歓迎！ 

よろしくお願いします。 

 日時：令和３年１２月１２日（日） 

時間：９：００～ 公民館集合 

～今月のみどりの会～ 

日時：12月 14 日（火） 11：00 受付～ 

場所：キャッスルハイランダー 現地集合 

 ※人数確認を行うため 9日（木）までに公民館まで 

ご連絡ください。  ☎：098-972-5606 

～ 裏面へ続く 

～ 

行事食配布 



今年度、公民館ではうるま市社会福祉協議会のモデル地区として「肝ぐくるあ

～ち事業」を実施しております。 

この事業を通して、地域住民の安心・安全を見守る活動を継続して行っていけ

るように勉強会を行いました。 

第 1 回目は、地域見守りマップ作りを行いました。 

第 2 回目は、内間公民館との交流会を行い、地域における見守り活動の取り組

みをたくさん紹介してもらいました。 

5・6丁目自治会でも継続して見守り活動や防災訓練等に活かすことのできる

情報を共有することがわかり、大変勉強になりました。今後は「地域見守り活

動」を計画し、地域住民の安心・安全を見守れるよう活動を行っていきたいと

思っております。 

今回参加された皆様、ご協力ありがとうございました。 

 

～食材提供ありがとうございます～ 

 今回、うるま市社会福祉協議会を通じて、お米１０キロ、

他、沖縄インターナショナルボランティア【ヘルプオキ】様

より食材提供がありました。カレーの材料に追加します!! 

ありがとうございました。  

 

今回、子ども会の企画により、みどり町３自治会合同の 

クリスマスイベントを開催いたします。 

日時：12月 19日（日） 

時間：１１：００～１５：００ 

【第１部】 子ども食堂 11：00～12：00 

※５・６丁目の皆さんは 5・6丁目公民館に来てください。 

【第２部】 クリスマス会 １２：５０～ １５：００ 

天願小学校体育館 

 

 

≪プログラム≫ 

1． オープニング（空手・あいさつ） 

2． ショー（大道芸人けんぢ） 

3． １８番大会 

4． ウルマーダンスとじゃんけん大会 

 

１８番大会出演申込書 

氏名 学年 

保護者氏名 連絡先 

※申込書につきましては各公民館へ提出してください。 

※詳しい内容につきましては子ども達へチラシを配布致します

ので、そちらもご確認お願い致します。 

 

 

 

 

 

令和 3 年度 区費のお支払いについて 

区民の皆様、班長さんのご協力により公民館にて自

治会費のお支払いが順調に推移しております。大変

ありがとうございます。お支払いがまだの方はコロ

ナ過の中、大変恐縮ですが、5・6丁目公民館にて

納めて下さいますようお願い致します。班長さんも

コロナ対策で対面での徴収が厳しい状況となってお

ります。どうぞ区費のお支払いは公民館へ直接納入

をお願い致します。  

問合せ公民館☎：098-972-5606 

☆第４水曜日は午後８時まで開館しています

す！ 

～地域支え合い推進事業 活動経過報告～ 
（肝ぐくるあ～ち事業） 

～防災勉強会を行いました～ 
11 月 24 日（水）に防災勉強会を行いました。 

今回は、防災用具の使用方法などをについて地域の方と勉強

会を行いました。 

 防災倉庫に保管されている用具で簡易トイレの使用方法

を主に行いました。また非常用メガホンの使用方法も行いま

した。 

 なかなか防災用具をチェックする機会がなかったため、簡

易トイレの使い方などが学べて良い機会になりました。 

 今後は、防災倉庫の用具などの点検・チェックをし、次年

度には消防訓練や避難訓練も行って行きたいと思います。 

  

～クリスマスイベントを行います～ 


