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☆ インインインインフルエンザに負けないためにフルエンザに負けないためにフルエンザに負けないためにフルエンザに負けないために    !!!!    

・インフルエンザは我が国最大の感染症・インフルエンザは我が国最大の感染症・インフルエンザは我が国最大の感染症・インフルエンザは我が国最大の感染症    

 インフルエンザは、毎年流行を繰り返す我が国最大の感染症で

す。 

 低い気温と乾燥した空気を好むインフルエンザは、この時期に

活性化し、私たちを狙っています。 

▲予防とエチケット 

・手洗い、うがい 

・予防接種 

・咳きエチケットでうつさない、広めない 

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 8日(日) 

午後 2時〜4時 

庄内緑地公園 

135 組の親子 270 名と審査員（学区委員）

30 名 

山田中学校校区成人式 

1 月 9 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 95 名 

地 蔵 ま つ り 

1 月 24 日(火) 

午後 3時〜4時 

善光寺別院願王寺境内 子ども会メンバー 80 名〜100 名 

防 火 祈 願 祭 

1 月 29 日(日) 

午後 3時〜4時 

五所社 公民館 

福昌寺より「ご神体」をお借りし住職によ

るご祈祷と町内の安全を願い巡回する 

高齢者ふれあい給食 

2 月 13 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 

2 月 26 日(日) 

午前 9時〜正午 

庄内緑地公園 西区全体事業で 2000 名以上 

グラウンドゴルフ大会 

3 月 11 日(日) 

午前 9時〜正午 

中小田井公園・小学校グラウンド グラウンドゴルフ会員 110 名〜120 名 

 

☆☆☆☆    今年もよろしくお願いいたします今年もよろしくお願いいたします今年もよろしくお願いいたします今年もよろしくお願いいたします    

 盛り沢山だった行事も地域の皆様の協力により順にこなしてい

きあとはＨ24 年１月 8 日(日)の新春親子凧揚げ大会と、3 月 18 日

(日)の総会を残すのみとなりました。昨年(12/18)に凧作りを開催

し、約 145 個の凧を親子で完成させました。冬晴れの青空に高く揚

がるといいですね、Ｈ23 年は大震災、集中豪雨、台風と本当に大

変な年でしたが、今年はみんなが笑顔でいられます様に願っていま

す。  

 

 

 

 

 

（子ども会） 凧づくりの様子です 

謹賀新年 

☆☆☆☆    そのせきそのせきそのせきそのせき    

                    結核結核結核結核ではありませんかではありませんかではありませんかではありませんか????????    

 ・結核は、症状がかぜに非常に似ているため、気づかないで病状を

悪化させてしまい、他人に感染させてしまったり、手遅れになっ

たりすることが少なくありません。 

 

▲ こんな時は、結核をうたがいましょう 

・二週間以上せきがつづく（乾いたせきが特徴） 

・かぜがなかなか治らない。かぜ薬が効かない 

 

☆☆☆☆    新年のごあいさつ新年のごあいさつ新年のごあいさつ新年のごあいさつ!!!!!!!!    

  昨年は、自然災害の恐ろしさを知らされると共に、人と人とがふれあう「絆」 が いかに大切なことかを、強く感じた一年でした。 

皆様方におかれましては、ご家族お揃いで希望に満ちた新年をむかえられたことと、心よりお慶び申し上げます。新しく迎えた今年も、 

安心・安全で快適なまちづくりを目指して、ふれあい活動を積極的に展開します。春までの行事予定を下記の通りまとめてみましたので、

本年も皆様のご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

中小田井学区連絡協議会 

○ 平成 24 年 1 月〜3 月までの事業計画 

○ 

☆☆☆☆    明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます    

日頃は、民生・児童委員活動には何かとご理解ご協力を賜り厚く

御礼を申し上げます。 

新しく迎えた本年も昨年に引き続き、ひとり暮らし高齢者の方や

75 歳以上の方のみの世帯の見守り活動を行なっていきます。又、

幸いにも当学区では児童虐待による悲惨な出来事は聞いて居りま

せんが、もし其のような事にお気づきの場合は、民生委員・児童

委員までお知らせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

学区民生・児童委員一丸となって見守り活度に努めてまいります。 

(民生・児童委員会)○ 
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☆☆☆☆    長生会秋のグランドゴルフ大会長生会秋のグランドゴルフ大会長生会秋のグランドゴルフ大会長生会秋のグランドゴルフ大会    

１０月２８日（金）開催しました。 

中小田井公園にて好天に恵まれ、楽しく盛大に行われました。 

参加人員は５２名、１～３位までの入賞、及びホールインワン賞

を競いました。 

 

結果 優勝者  

１位 毛利正 ３４点、 

２位 加藤憲 ３５点、 

３位 前田豊 ３７点、 

ホールインワンは１５名でした。 

 

表彰の後、お茶とお菓子で楽しい歓談で終わりました。 

☆☆☆☆    第第第第 26262626 回回回回    西区ジョギング大会西区ジョギング大会西区ジョギング大会西区ジョギング大会    

 新年あけましておめでとうございます。昨年夏「スポーツ基本法」

の施行により「体育指導委員」の名称が「スポーツ推進委員」に改

定されました。役割は同じで、皆様の健康増進に役立つ様努めたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

今年は名古屋地区において「マラソンフェスティバルナゴヤ・愛知

（ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ＆ｼﾃｨﾏﾗｿﾝ）」が 3/9(金)～3/11(日)に名古屋ドームを拠

点に大々的に開催されます。それに伴い庄内緑地での「西区ジョギ

ング大会」は以下の通り 2 月 26 日開催されることとなりました。

皆様の参加をお待ちしています。 

【日時】2 月 26 日（日）午前 10:00～開会式（小雨決行） 

【場所】庄内緑地陸上競技場 

【参加資格】西区内に在住､在勤､在学で健康に自信ある方 

【種目】①5km コース ②3km コース、定員：2,000 人 

【参加費用】１人 300 円 

【申込み方法】別途回覧・掲示・ホームページ等で案内致します。 

ゼッケン番号によるお楽しみ抽選会もあります。 

(スポーツ推進委員) 

 

☆☆☆☆    第第第第 22222222 回地域女性団体運動回地域女性団体運動回地域女性団体運動回地域女性団体運動会会会会    

第 22 回目の西区地域女性団体の運動会が、開催され各学区が競い

合い楽しい一日を過ごしました。    

中小田井学区は見事 3 位入賞で健闘しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(女性会) 

(中小田井消防団) 

☆☆☆☆    中小田井消防団です中小田井消防団です中小田井消防団です中小田井消防団です    

新年明けましておめでとうございます。中小田井消防団です。 

今年も町内の防災リーダーとして頑張ります。 

 

1 月 8 日（日）ＡＭ10：00～ 名古屋港ガーデン埠頭にて 

名古屋市消防出初め式が開催されます。消防訓練や航空隊による 

展示飛行、消防音楽隊・リリーエンゼルスによる演奏演技などが披露

されます。また、「ふれあい広場」が設けられ、消防車両の展示、 

子ども防火服体験コーナー等もあります。 

消防団も参加しておりますので、来て下さい。   

火の用心火の用心火の用心火の用心!!!!!!!!    

 

☆☆☆☆    長生会秋のグランドゴルフ大会長生会秋のグランドゴルフ大会長生会秋のグランドゴルフ大会長生会秋のグランドゴルフ大会    

１０月２８日（金）開催しました。 

中小田井公園にて好天に恵まれ、楽しく盛大に行われました。 

参加人員は５２名、１～３位までの入賞、及びホールインワン賞

を競いました。 

 

結果 優勝者  

１位 毛利正 ３４点、 

２位 加藤憲 ３５点、 

３位 前田豊 ３７点、 

ホールインワンは１５名でした。 

 

表彰の後、お茶とお菓子で楽しい歓談で終わりました。 

☆☆☆☆    長生会秋のグランドゴルフ大会長生会秋のグランドゴルフ大会長生会秋のグランドゴルフ大会長生会秋のグランドゴルフ大会    

平成 23 年 10 月 28 日（金）開催しました。 

中小田井公園にて好天に恵まれ、楽しく盛大に行われました。 

参加人員は 52 名、1～3 位までの入賞、及びホールインワン賞を

競いました。 

 

結果 優勝者(敬称略)  

１位 毛利正 34 点、 

２位 加藤憲 35 点、 

３位 前田豊 37 点、 

ホールインワンは 15 名でした。 

表彰式の後、お茶とお菓子で楽しく歓談し終わりました。 

(老人会) 

☆☆☆☆    ゴミ出しルールを守りましょうゴミ出しルールを守りましょうゴミ出しルールを守りましょうゴミ出しルールを守りましょう    

     残念ながら残念ながら残念ながら残念ながら、ゴミ出しのルールが守られておりません。、ゴミ出しのルールが守られておりません。、ゴミ出しのルールが守られておりません。、ゴミ出しのルールが守られておりません。    

    

△ 分別されていないゴミが時々出ている（分別する人いない） 

△ 資源ゴミ（紙製容器包装・空き缶・ペットボトル・空きびん）

は毎週・月曜日ステーションに出して下さい 

△ プラスチック製容器包装・「各戸収集」で月曜日に成りました 

△ 可燃ゴミ・発火性危険物「月・木」週 2 回各戸収集 

△ 不燃ゴミは第 2 水曜日（毎月１回）に変更 

△ 粗大ごみ・毎月１回（毎月・第 2 水曜日）申込制・有料 

   粗大ごみ受付センター   

申込先電話番号  0120ー758―530 

   (但し土曜日・日曜日・年末年始は休館・午前 9 時～5 時) 

 

 

 

 

(保健委員会) 

☆☆☆☆    ゴキブリゴキブリゴキブリゴキブリ駆除講習会駆除講習会駆除講習会駆除講習会    

ご協力有難うございました。 

・一般の 方 38 名 

・小学 3 年生 117 名と 

多数の方にご参加いただき 

大変有難うございました。。。。 

 

 

☆☆☆☆    平成平成平成平成 23232323 年度の献血にご協力有難うございました年度の献血にご協力有難うございました年度の献血にご協力有難うございました年度の献血にご協力有難うございました    

献血にご協力して頂いた方 35 名（64 単位）で昨年より

５名多くの方にご協力頂きました、 

ご協力有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

(保健委員会) 

 


