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中小田井ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰーーー    

ハクモクレン 

自治会からのお知らせ 
 

今年の冬は 寒さが長く続いたため、桜の開花が遅れましたが、庄内緑地公園には、家族づれ、学生仲間、会社の同僚、老人会の皆

さんと、それぞれが花見を楽しんでおられます。 
学区の皆様には花の香りに包まれて、それぞれに良きスタートをきられた事とお慶び申し上げます。本年度の区政協力委員は改選期

でもあり、２２名が新人となりましたが、お互いに助け合い「 防災に強いまちづくり 」を目指して、気持ちを新たに頑張りたいと思

います。 
夏までの行事を下記の通りまとめてみましたので、関係者の皆様の積極的なご参加とご協力をよろしくお願い致します。。 

 

活動内容 開催日・曜日 参加依頼者 備 考 

交通事故ゼロの日 

交通安全啓発 
毎月 10 日・20 日・30 日 

区政協力委員 

長生会役員(毎月 10 日) 

女性会交通安全推進委員 (毎月 20 日) 

休校日は除く 

交通安全運動 

一斉大監視日 

春 : 4 月 10 日(金) 

夏 : 7 月 13 日(水) 
上記メンバーと各種団体長 全国一斉 

子ども見守り活動 毎月 5の付く日 民生児童委員・各種団体委員 休校日は除く 

高齢者ふれあい給食 4 / 16 (月)・6 /4 日(月) 一人暮らしの高齢者 コミセン 

「おたいっこ」母と子の集い 参観日 毎月第２水曜日 ０歳～３歳乳幼児の親子 コミセン 

グラウンドゴルフ大会 
春 : 5 月 13 日(日) 

夏 : 7 月 1 日(日) 
グラウンドゴルフ会員 

中小田井公園 

小学校運動場 

“ 環境デーなごや 2012 ” 

一斉クリーンキャンペーン 
6 月 2日(土) 各種団体委員 名古屋市一斉 

自主防災会訓練 6 月 10 日(日) 
自主防災会員 

各種団体委員と組長 

小学校体育館 

運動場 

“ 心のふれあい広場 ” 

納涼盆踊り 

8 月 4日(土) 

8 月 5 日(日) 

役 割 : 盆踊り実行委員 

盆踊り : 学区民全員 
中小田井公園 

 

平成平成平成平成 24242424年山田中学校校区年山田中学校校区年山田中学校校区年山田中学校校区「「「「成人式成人式成人式成人式」」」」    

     

１月９日「成人式」が山田支所講堂において、厳粛な中にも和やかな雰囲

気で挙行されました。 

中小田井学区では 77 名の新成人が輝かしい希望を胸に抱いて、大人の仲

間入りをしました。 

祝辞では、西区役所 山田邦代区長が なでしこジャパン澤選手の座右の

銘  「 夢は見るものではなく 叶えるもの 」を引用され、何事にも積極的

にチャレンジして、新しい時代を築いて欲しいと、エールを送られました。 

新成人を代表して 中村駿介君が「誓いのことば」を力強く宣誓しました。 

誓いのことば 

 我々新成人は、互いに切磋琢磨し、積極的

に社会に貢献すべく、精一杯努力します。 

批判精神と「ゆとり」の心を忘れることなく、

常に行動し続ける成人として、これからの人

生を生き抜くことを誓います。 

平成２４年１月９日 

新成人代表  中村 駿介 
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女性会女性会女性会女性会よりよりよりより    

 

西区女性会の芸能まつりが 2月 1日西小文化劇場で山田区長はじめ、大勢の来

賓を迎えて開催されました。 

参加者 300名、当日は小雪が舞うような大変寒い日でしたが、会場内は観客の

熱気で暖かく感じられました。 

芸能まつりは会員相互の親睦と日頃の練習の成果を発表できる交流の場です。 

中小田井学区はダンボールで作った三味線とバチで軽快に「三味線ブギウギ」

ピンクのドレスでフラダンス「ア・ソングオブ・ホールドハワイ」をハワイを思

いながらしっとりと踊りました。 

最後は全員で「西区も～やっこのうた」を踊り、舞台と

会場が一つの大きな輪となり盛りあがりました。 

 

西区西区西区西区なごやかなごやかなごやかなごやかウォークウォークウォークウォーク：：：：５５５５月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（土土土土））））    

「「「「庄内川庄内川庄内川庄内川のののの自然自然自然自然とととと伝説伝説伝説伝説のののの蛇池蛇池蛇池蛇池コースコースコースコース」」」」    

    

2月 26日開催の「第 26回西区ジョギング大会」は庄内緑地公園で

やや寒い中ではありましたが 1,600 名が参加され、皆さん元気に汗を

かき順調に大会を終えました。 

又新たなイベントとして、第一回名古屋ウィメンズマラソンも晴天

の下、15,000名の女性ランナーの参加で 3月 11日に盛大に開催されま

した。 

西区スポーツ推進委員運営の春のイベントとして「西区なごやかウォーク」の計画を進めています。 

大会概要は以下の通りですが、健康増進の一環として多くの皆様の参加をお願いいたします。 

 

【日時】５月１９日（土）午前 9:00～9:30受付（小雨決行） 

【コースの特徴】「庄内川の自然と伝説の蛇池コース」 

庄内緑地をスタート・ゴールとし、自然に親しみながら先人の庄内川治水の歴史に触れ、多く

の伝説が残る蛇池を訪ねます。緑地公園ではバラまつり、蛇池公園ではたくさんのこいのぼり

が出迎えてくれます。 

【予定コース】 

庄内緑地グリーンプラザ前 

（受付・スタート）→バラ園→庄内川河川敷→蛇池公園→大乃伎神社 

→庄内緑地（ゴール）約 6.2km 

【参加費用】無料（先着２００人に参加賞配布予定） 

スポーツ推進委員 

長生会秋長生会秋長生会秋長生会秋のののの 1111泊旅行泊旅行泊旅行泊旅行    

 

平成２３年１１月２３日～２４日  

７時３０分、越後湯沢温泉の旅へ出発。 

 

曇り空ながら雨の心配は無く途中長野にて昼食。午後「栄村道の駅」で休憩

買い物。 

関興寺（みそなめたか寺）参拝。４時すぎ早めのホテル到着。日頃の疲れ、

旅の疲れを温泉で癒し６時より宴会。ホテルの女将による舞踊披露、またビン

ゴゲームもあり魚沼産コシヒカリや清酒八海山の賞品が有り多いに盛り上が

りました。 

翌日越後の名刹「雲洞庵」（直江兼続、修行の地）にて旅の無事を祈り参拝。 

帰宅途中海産物店で土産を購入、１８時３０分頃無事帰着長距離の旅。 

お疲れ様でした。 

 

平成平成平成平成 24242424年度上半期子年度上半期子年度上半期子年度上半期子どもどもどもども会行事会行事会行事会行事    

    
月日 行事名 

4 月 7日(土） 
リーダー会議 

第 1回理事会 

6 月 17 日(日) 

予備日 6/24 
第 35 回ソフトボール大会 

7 月 21 日(土) 早朝ラジオ体操 

7 月 22 日(日) 長島プール 

8 月 24 日(金) 地蔵まつり 

10 月 21 日(日) 
予備日 10/28 

親子大運動会 

 

今年度子ども会は会員数 480 名でスタートしま

す。小学校でも取り組んでいる異学年交流の場とし

て、また、子ども達を家庭、学校と共になり暖かく

見守っていきたいと思っています。 

地域の皆さまの御支援、御協力頂きますよう宜し

くお願い申し上げます 

年間年間年間年間のののの無火災無火災無火災無火災をををを願願願願ってってってって    

「「「「防火祈願祭防火祈願祭防火祈願祭防火祈願祭」」」」!!!!!!!!    

    

１月 29 日 中小田井公民館へ

西区大野木町 福昌寺より秋葉

山三尺坊大権現のご神体をお借

りして、導師福昌寺住職による、

「防火祈願」・「諸願成就」のご祈

祷を行ってもらいました。 

終了後 ご神体を車載し、消防

団広報車が先導し、「火の用心・

心の用心・目で用心」を呼びかけ、

町内を巡回しました。 

 

民生民生民生民生・・・・児童委員児童委員児童委員児童委員のののの思思思思いいいい    

 

１、地域社会での孤立・孤独をなくす運動を提案し行動します。 

２、児童虐待や犯罪被害などから子どもを守る取り組みを進めます。 

３、多くの福祉課題を抱える生活困難家庭に粘り強く接し地域社会とのつなぎ役

を務めます。 

＊  学区民生・児童委員一丸となって頑張っております。 

何かお気づきの場合は民生・児童委員までお声をかけて下さい。 

 


