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年頭のご挨拶 
明けましておめでとうございます。ご家族お揃いで素晴らしい新年を迎えられましたこと、心よりお慶び申し上げます。 
日頃は、自治会活動に何かとご理解 
ご協力をいただき厚く御礼申し 
上げます。 
今年は、中小田井学区設立 30周年や 
西区制 100周年を迎えるにあたり、 
記念事業がたくさん計画されています。 
当学区では記念式典を始め、住みやすい 
町づくりを目指した、ふれあい事業を 
積極的に展開したいと思っています。 
右記に日にちを追って、羅列して 
みました。 
ご一読いただき、ご協力とご参加を 
よろしくお願いいたします。 
 

中小田井学区自治会 
会 長  寺 澤  修 

 

           

第 29回新春親子凧揚げ大会の準備 
凧づくり 
12月 16日（日）120組の家族が 4班に 
分かれ、親子で熱心に凧づくりをされ 
ました。 
新春早々1月 6日（日）の凧揚げ大会 
では、親子の絆や友達とのふれあいが、 
一層深まる事でしょう!!今年 1年も、楽しいことがいっぱいありますよう
に････ 

タ イ ト ル 日    時 会    場 内 容 及 び 規 模 

新春親子凧揚げ大会 
１月６日(日) 
午後 2時～４時 庄内緑地公園 

120組の親子 250名と 
 審査員学区委員 50名 

山田中学校校区 
成人式 

１月 14日(祝) 
午前 10時～正午 山田支所 ４階 講堂 

中小田井学区 
新成人 87名 

地蔵まつり 
１月 24日(木) 
 午後 3時～4時 善光寺別院境内 

子ども会メンバー 
80名～100名 

防火祈願祭 
１月 27日(日) 
  午後 3時～4時 五所社 公民館 

福昌寺より住職を招き 
ご祈祷 

学区設立 30周年 
記念式典 

2月 3日(日) 
午前 10時～正午 山田支所 ４階 講堂 

来賓・元各種団体長・ 
各種団体委員 200名 

高齢者ふれあい給食 
2月 18日(月) 
午前 11時～午後 1時 中小田井コミセン 

ひとり暮らしの高齢者 
 25名～30名 

家族ジョギング大会  
3月 2日(日) 
 午前 9時～正午 庄内緑地公園 

西区全体事業で 
 2,000名前後 

グラウンドゴルフ大会 
3月 9日(日) 
午前 9時～正午 

中小田井公園と 
小学校グラウンド 

グラウンドゴルフ会員 
 120名～130名 

西区制 100周年 
記念式典 
関連事業 

４月 26日(土) 
午前 10時～11時 
午前 10時～ 
午後 3時 30分 

枇杷島スポーツセンタ
ー 

関連事業 
・子ども会綱引き大会 
・模擬店 
・屋外事業 (ふわふわ) 
・写真等展示 

 

「茶   席」→ 抹茶一杯 300円  大好評!!  
お客様にひとときの安らぎを････ 

「模 擬 店」→ みたらし団子 1本 50円 ・ 五平餅 
 1本 100円  例年以上に速く完売し大繁盛でした、 

 
中小田井女性会の活躍は「フラダンス」を披露!!練習の成果が発揮 
され、拍手喝采でした。 
 
 
 

 

平成 20 年 1 月～4 月までの事業計画 

 

第 23回 会館まつり 

と き ： 11月 10日（土）～11月 11日（日） 
ところ ： 山田地区会館 
催 事 ：「活動発表」「野菜の広場」「茶席」「模擬店」などが盛大に 

開催されました。 
内 容 ： 
「活動発表」→ コーラス・ピアノ・健康太極拳・バレエ・着付けシ

ョー洋裁作品ショー・手編み作品ショー・フラダン

ス女性会演芸 
「野菜の広場」→ ＪＡなごや平田支店のご協力により 

10日のみ野菜の販売!!安さと、新鮮さで毎年大好評です。 
売り切れ次第ゴメン!!今年も大繁盛でした!! 

 

平成20年度「成人式の打合せ」 

1 月 14 日（月）（祝）山田支所 4 階 講堂で「成人式」が開催されます、 

山田学区・中小田井学区の新成人 

8 名と自治会役員が年内 3 回に 

わたって、式典準備の打合せが 

実施されました。 

当日は、さぞ立派な「成人式」が 

開催されるでしょう!! 
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西区制 100周年記念事業  第 22回（2008年） 
西区家族ジョギング大会                      中小田井学区体育指導委員 
春を呼ぶイベント・早春の風物詩としてすっかり定着した、西区家族ジョｷﾞング大会が庄内緑地公園陸上競技場を舞台に開催されます。 
今回は“西区制 100周年記念イベント”と銘打ち、消防音楽隊の演奏をお楽しみいただけます、さらにゲストでアテネ五輪女子レスリング 
金メダリストの中京女子大「吉田 沙保里選手」と「栄 和人監督」が皆様と一緒に走ります。 
ご家族・ご近所・お友達などお誘い合わせのうえ、是非多数ご参加下さい。 
ジョギング終了後に、空くじなしで景品を例年よりグレードアップされた「お楽しみ抽選会」が有ります。 
 
１ 日 時  平成 20年 3月 2日（日）受付・午前 9:00～午前 9:50 
  開会式・10:00  

スタート・午前 10:30～  
（小雨決行） 

２ 参加料  1人 300円（保険料含む）未就学児も参加出来ますが 保護者の同伴が必要 
３ 申込み  平成 20年 1月 21日（土）～2月 4日（月）の間に参加料を添えて 

申込先  学区体育指導委員 藤川 ℡052-502-3290まで申込み下さい 
 

 

子ども会・ドッヂボールで遊ぼう!! 
12月 8日（土）会員約 350名でドッヂボールをしました。勝・負を
争うのでなく「みんなで仲良く遊んで寒さを吹き飛ばす」が目的です、

幼児会員には小さなコートを用意、小学生は 2学年づつ分かれて楽し
い時間を過ごしました、 

(中学生会員 6名が審判を務めてくれました、御苦労様でした) 
中小田井子ども会 

 

    

菊水長生会日帰り旅行(１０月２１日) 
 大津港を出発し、（沖島）（沖の白石）（多景島）などの美しい島影を

眺めながら、ゆっくりクルージング。（竹生島）に上陸後、長浜港へ。

湖岸に自生するヨシを使ったヨシ笛コンサートや琵琶湖の魅力を紹介

する催しも数々あり、変わり行く景色を眺めながら、秋晴れの好天気

に恵まれ、雄大な自然と歴史を学ぶ愉快な一日でした。 
参加人員２４名 

小田井交番 
所在地  名古屋市西区上小田井二丁目１１番地 

設 置    昭和３３年４月１日 
所管区  上小田井一丁目、上小田井二丁目、中小田井一丁目、中小田井二丁目、中小田井三丁目、 

中小田井四丁目、中小田井五丁目、あし原町、こも原町、赤城町、市場木町、貴生町、 
五才美町、二方町、南川町、八筋町、山田町大字上小田井  3,874平方キロメートル 

沿 革  ・明治３２年 ７月    平田駐在所として開所 

・昭和３３年 ４月 １日  平田駐在所から分離独立、小田井駐在所として現在地に 
新設 

          ・昭和３７年 ７月 ２日 ３人制派出所に昇格                 
・昭和４０年 ４月 １日  旧住所（山田町大字上小田井中 1254）に建替え  

          ・昭和５０年 ９月１５日 町名変更で現住所番地 
     ・平成 ９年１０月 １日 建替えのため比良交番に統合 

・平成１０年 ３月２０日 現在地に小田井交番として 
新築竣工 

交番勤務 
小田井交番は地域第１係、第２係、第３係の三交代で 
勤務しています、又小田井ブロックに所属し（比良、平田、 
大野木、中小田井）4つの交番の中でも最も重要地域を 
担当し、ミニパトの常駐配置にもなっています。一般の 
交番にはない日勤の交番相談員も配備されており、住民の 
安心安全を確保するため、全員が警察活動に全力を投球 
しています、何かあれば 110番へお知らせ下さい。 

中小田井学区の皆様へ 
中小田井コミュニテイセンターは学区の情報発信基地として今年も大

いに躍進したいと思って居ます。 
“なかおたいだより”“中小田井学区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ”も開設以来、早や 2 年
をむかえました。 
生活に少しでも役に立つ出来事や 俳句・川柳・写真など趣味の世界も

ご紹介下さい !!  皆様からの投稿 待って居ます !!投稿方法は 
FAX・メール・メモ書き・いずれもコミセンで受け付けています。 

小田井交番 

一般投稿     盆 栽 
10 年前に、某専門店へ営業で訪問しました。以前からそのお店の社

長が盆栽をやっていることを聞いておりましたが、その仕事の後 社長

が突然もしよければ盆栽でも見ていくかと言われ拝見させて頂きまし

た。それから私は、盆栽(特に黒松・五葉松)に目覚めました。皆さんも

一度 ミニ盆栽(かりん・くちなし・山もじみ・ぶな・梅)等育てて見ません

か。玄関・座敷・床の間に置かれるとそのお部屋にポイントがついて 

いい雰囲気になりますょ---。    (H・K) 

〔参考〕  
新 春 
「銘風盆栽店」 

会 期 平成 20年 1月 11・12・13 (金・土・日)    
会 場 名古屋市吹上ホール 
入場料  ¥500-     


