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ご相談下さい  
(詳細は中小田井ホームページをご覧下さい) 

相談を受けたことのﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰに付いては、民生委員法 15
条により 秘密を守る義務が有りますので安心して 
ご相談下さい。 
 

トワイライトスクールが開校しました。 
お待たせしました、中小田井小学校トワイライトスクールが 

6月 9日（月）に開校し、373 名の児童が参加希望を登録されました。 

運営連絡会委員 14名・地域協力員＝AP 22 名・運営指導員5名の 

協力で放課後の子ども達と遊び等を通じふれ合いながら様々な体験を 

します。子ども達が伸び伸びと心身ともに元気な時を過ごし大きく 
成長してくれる様願って居ります。 

自治会 

※ 悪質な詐欺行為に対して 
･振り込め、おれおれ、リホーム、還付等の詐欺が依然として発生し

ております。 
･詐欺行為者は、手を変え品を変え人の大切な金品をだましと取ろう

とあなたを狙っております。 
1、考える余地を与えず話を進めてきますのでまずは落ち着きまし
ょう。 

2、身に覚えの無い話しには深入りせず直ぐに断り、必要なければ
ハッキリ断りましょう。 

3、美味しい話には落とし穴が有りますので安易に乗らない。 
4、知らない人は絶対に家には入れない。 
 
※ 自殺防止対策について 
 名古屋市の自殺者は、全国推移と同じように残念乍、平成 10 年
に急増し 500人を越えその後 450人前後で推移しています。 
年齢は 40歳～60歳にかけての中高年が増加しています。 
又 20歳～30歳の男性においても、増加の傾向にあります。 

 
自殺に追い込まれる人に共通する心理 
1、 極度の孤立感 (孤立感を抱き誰も助けてくれないと思う) 
2、 無価値観 (生きることに対する絶望感を持つ) 
3、 極度の怒り (窮状をもたらした他者、社会に怒りをもつ) 
4、 窮状が永遠に続くという確信 (解決策は無くこの状態は永遠
に続くと思う) 

5、 心理的視野狭窄 (解決策は自殺しか無いと思い込む) 
6、 諦め (もうどうでも良いと思う) 
7、 全能の幻想 (自殺が唯一残された行為と思う) 

民生・児童委員 
資料：自殺防止は 名古屋市健康福祉局研修資料より抜粋させて頂きました。 

平成 20年度納涼盆踊り 
今年も盆踊りを開催致します。昨年以上に盛り上がる｢納涼盆踊り｣にすべく準備を
して居りますのでお楽しみに。 

1、 開催日･時刻 平成 20年 8月 2日(土)  模擬店       pm6:00 
                                       盆踊り開始   pm6:30 

                                       終 了     pm9:00 

               平成 20年 8月 3日(日)   模擬店       pm5:30 

                                       盆踊り開始   pm6:00 

                     お楽しみ抽選会 pm8:25 

                                       終 了     pm9:00 

         雨天の場合は、その日のみ中止とさせて戴きます。 

2、会 場    中小田井公園 児童グラウンド 

3、盆踊り練習日 7/5(土)・7/12(土)・7/19(土)・8/1(金)   Pm7:30 より 

4、会 場    中小田井公園 児童グラウンド 

主催：中小田井学区連絡協議会 

 
 
 
 
 
 
 

新会員募集中です 
西区健康の道を考える会 

“西区健康の道を考える会”とは、官・民の協働参画

事業の１つで、西区区役所まちづくり推進室の協力と

支援を受けながら、市民の健康づくりと親睦のために

役立つウオーキングコースづくりに西区の一般市民約

40名が月１回（第３土曜日）活動しているものです。
“西区健康の道を考える会”では、新しい[ウオーキン
グ仲間]を募集しています。 
ウオーキングに興味をお持ちの方で年齢・性別・経験

は問いません。会費は無料です。 
事務局は西区区役所まちつくり推進室にあります。 
お問い合わせ・お申し込みは、 
西区区役所まちづくり推進室 ℡ 052-523-4527 
西区中小田井５丁目 200    

藤川  ℡ 052-502-3290 まで 
体育指導委員 

大切にしましょう!!!  かけがえの無い命です、 

周りの人も親身になって相談に乗りましょう。 

 
 
 
 

クレマチス 

トワイライトスクール 
 

 
 

開校式 
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交番情報 
平成 20 年 6 月 15 日までに
私達の身近で右のグラフの

様に多くの犯罪が発生して

おります。 
犯罪に遭わないように 
日頃から注意しましょう。 
 
安全、安心な町づくりの為 

自分の町に、自分の周辺に 

関心を持ちましょう。 

 

特別警戒チーム｢西抑止隊｣の発足 
西警察署では、多発する該当犯罪等の抑止・検挙を目的に 
｢西抑止隊｣を発足して活動を開始した。 
活動エリア(山田・中小田井・比良・平田・浮野及び大野木学区) 
では、出店あらし等侵入盗、ひったくりを始め自動車盗及び部品

ねらい等街頭犯罪が多発していることから同地区を重点にパト

カー等でパトロール、不審者に対する職務質問を実施する。 
記 

1、発   足  平成 20年 6月 20日(金) 
2、｢西抑止隊｣  車両  5台  (五個班 10名) 

 

コミュニティーセンターからお願いとお知らせ 
 
★ 備品は大切に使用しましよう。 

最近テーブル・椅子等備品の破損が多くなっております。 
コミュニティーセンター・公民館の備品のテーブル・椅子

等は皆様の財産です大切に扱って下さい。 
夏季休館日：8月 11日(月)～8月 16日(土) 
上記期間休館しますので宜しくお願い申し上げます。 

西区子ども会指導者研修会（ＫＹＴ講習） 
西区の子ども会責任者、安全 
委員ら約 100名参加、行事中の 
事故防止の第一歩は“危険”を 
予知することです、特に潜在的 
な危険は発見して対策を立てて 
おくことが危険を回避し安全 
確保につながる道。 
K・Y・Tの  Ｋ は 危険 
       Ｙ は 予知 
       Ｔ は トレーニング 
色々な行事の絵を見ながら各グループで話し合いどこが
危険で、それをどうしたら回避できるかを検討し、結果
を発表するものです、とても有意義な研修でした。 

 
子ども会 会長 白井文江 

 

 

長生会連合会 総会 開催 
 第３５回総会が五所社公民館にて開催されました。 
参加者１７０余名が参加。平岩登美子さん司会のもと、昨年お亡

くなりになられた７名の方へ、全員の黙祷から始まりました。 
 会長あいさつ、来賓自治会長の祝辞、 
行事報告、また新役員の紹介などが 
あり、新年度が始まりました。 

第２部は恒例の 
舞踊や、昔懐か 
しい大正琴の演奏 
にそれぞれ、おしみない 
大きな拍手が送られていました。 
  

お昼は助六すし、茶菓を頂き、親睦を深めました。最後はカラオ

ケ愛好会の皆さんが自慢ののどを震わせ、一層会場が盛り上が

り、楽しい有意義な一日をすごすことができました。 
※町をきれいにしましょう 
私たちの町は、私たちの手できれいにしましょう。と５月１９日、

老人クラブ (亀ノ長生会) で写真のような看板を町内および、 
四丁目広場周辺に掲示させて頂きました。

朝のすがすがしいひと時、愛犬とのアベッ

ク散歩。こんな楽しいことはありません。 
ほとんどの皆様は処置をされておられま

すが、残念ながらまだ少数のマナー違反に

よる糞が見られます。 
          あなたの町が不潔でいいですか? 
          皆さんの節度ある行動に期待します。 
 
｢環境デーなごや｣ “2008” 

6 月 7日(土)午前 10：00から、 

名古屋市一斉に市民７万人が参加して 

｢クリーンキャンペン｣が行われました。 

当日、中小田井学区の各種団体委員 125名も 

参加、自分たちの町をきれいにしました。 

今、きれいになった町を眺めながら、 

一人一人の心がけでいつまでもこの 

状態が続きますよう、願っております。 
 
 
 

 
 
 
 

自治会長 
 
 
 
 

長生会会長 

 

 

行事に参加頂き有難う御座いました。 
行事名 参加者数 

ゴミに関る講習会 68 名 

狂犬病予防注射の受付頭数 165 頭 

ゴキブリ駆除講習会 43 名 

施設見学会(王子製紙・ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ) 45 名(2 回実施) 

保健委員 
 

頑張っております。 
日曜日午前を含めて月二回訓練を 
行っております。 
いざという時に慌てないように 
消防団員力を合わせて訓練を 
しております。 
 
 


