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自治会より

心のふれあい広場

“ 納涼盆踊り ”

★ お楽しみ抽選会（8 月 5 日）賞品！！

いよいよ今年も盆踊りシーズンがやってきす !!

賞

賞品

一等

高級自転車(２台)

二等

扇風機(5 台)

三等

こしひかり 5kg(20 袋)

四等

洗剤（250 箱）

参加賞

市指定ゴミ袋（2000 枚）

たくさんの皆様にご参加いただきますよう、
ご案内します !!
実施日

8 月 4 日(土) ～5 日(日) 午後６時～９時

会

場

中小田井公園

内

容

★

雨天の場合は当日のみ中止

練習日

児童グラウンド

みんなそろって

「盆踊り」

★

美味しさいっぱい

「模擬店」

★

お楽しみ

「抽選会」

7 / 7 (土)・7 / 14 (土)・7 / 21 (土)・8 / 3 (金)
いずれも 午後 7 時 30 分～9 時
中小田井公園児童グラウンド
雨天の場合は五所社内公民館

☆“ 環境デーなごや 2012 ” クリーンキャンペーン
今年も「 街を美しくする運動 」の一環として、名古屋市一斉にクリーンキャンペー
ンが繰り広げられました。６月２日中小田井学区でも、それぞれの公園に総勢 170 人が集
合しました。
一見きれいにみえていた各町内のメイン道路にも、側溝など隠れた所からたくさんの
ゴミが・・・、
袋が足りないよ・・・。

袋を重そうに抱えた皆さんが、どんどんコミセンの集積場

所に集まってきました。ここでも保健委員さん、分別に忙しそう・・・。
「 中小田井がすっかりきれいになったね !! 」 「 クリーンキャンペーンは年一回だ
けれど、街を美しくするため、ゴミをなくすことを日々心掛けましょうね !! 」。

☆

こども会より

子ども会

ソフトボール大会

☆

民生・児童委員より

悪質商法から高齢者を守る

最近の詐欺事件は、手口が大変巧妙になり

!!

区役所の職員を名乗った

り、保険年金課の職員を名乗ったりしてみなさんを狙っておりますので注
6 月 17 日（日）に予定して
いた第 35 回連合子ども会ソフ
トボール大会が前日の雨天のため延期になりました。
次週の 6 月 24 日（日）に中小田井公園で行うことがで
きました。蒸し暑い天気の中、接戦の末二丁目子ども会Ａ
が優勝しました。たくさんの方々に来ていただき、ありが
とうございました。
二丁目子ども会は７月２９日（日）予備日８月５日(日）
洗堰緑地である西区子ども会ソフトボール大会に出場し
ます。二丁目子ども会の
選 手や 役員 の方 々練 習
頑張ってください。皆様
も 応援 よろ しく お願 い
致します。

意しましょう。
中小田井学区より被害者が出ないように願っております。
今年も 例年のように 11 月に悪質商法に引っかからない様に講習会の
開催を予定しております。是非参加してください。
また中小田井民生・児童委員会は緊急事態に対応すべく、定期的に救命
講習(心肺蘇生法・AED の使い方)を受けて居ります。今年は 6 月 27 日に
受講いたしました。

悪質商法講演会
1 昨年の様子
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救命講習
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備えあれば憂いなし !!

☆

「自主防災会訓練」開催

６月１０日 (日) 午前９時３０分から 中小田井小学校で各種団体委員および町内
会組長、総勢２６０名が参加し実施しました。
訓練内容は、全員が避難所である体育館に集合し、学習訓練の一環として、防災全
般についての知識を受講しました。終了後、実技訓練として４班に分かれ、
「簡易トイ
レの組み立て方」
・
「三角巾を使った応急手当」
・
「AED の取り扱い方」
・
「初期消火訓練と
しての三角バケツと消火器の取り扱い方」について、全員が随時体験しました。
更に本年度は、女性会役員による「炊き出し訓練」が行われ、訓練終了後全員が美
味しい「豚汁」をいただきました。
最後に消防団員による放水訓練が行われ、半日に亘って「自主防災会訓練」が無事
終了しました。

☆消防団より
こんにちは中小田井消防団です
６月１０日に行われた防災訓練に参加され
た皆様ありがとうございました。今回の訓
練で得た知識を忘れないよう、再度練習し

災害の無いことを心より願いますが、万一に備え有意義な訓練ができました。

てください。
消防団では団員を募集しております。あな
たもいつ来るかわからない,災害に備え、防
災知識を自ら備えてみませんか。
我が町、我が家を一緒に守りましょう。
火の用心

豚汁約 300 食が用意されました。

☆

小学校のプールの水を利用して
放水訓練をしました。

☆

長生会より

中小田井ジュニアベースボールクラブ近況

平成２３年度中小田井長生会連合会総会開催
小学生の会員からなる少年軟式

平成２４年４月２９日（日）

野球チームの「中小田井ジュニアベース

第３９回総会が五所社公民館に於いて開催されました。
新緑の風薫る良い天気に恵まれ、１５３名の出席があり盛大に行わ
れました。
古橋敬互氏の司会のもと、昨年亡くなられた１６名の方のご冥福を

ボールクラブ」は「元気！楽しく！
一生懸命！」をモットーに野球を通じて
礼儀・協調性・体力・忍耐力・自主性の
修得・向上を目指し活動しています。

祈り、全員の黙祷から始まりました。 早稲田会長の挨拶、来賓の寺
澤自治会長の祝辞を頂きました。次に

毎週土・日・祝日に、公式試合を中心に練習に励み、メン

２３年度の行事報告、会計報告、会計

バー全員が元気はつらつ、やる気一杯で試合に臨み、監督・

監査の報告及び新役員の紹介がありま

コーチの熱心な指導も相まってその戦績も大変向上していま

した。次に 24 年度の行事計画、予算

す。
公式試合は６年生のＡチーム（５年Ｂチームも合流）と４

案の発表があり新年度が始まり

年生のＣチーム（３年Ｄチームも合流）の２チームを中心に

ました。

展開しており、最近の戦績では「第１０回ゲオ親善交流少年

第２部はカラオケ発表会があり、２４名の方が

野球大会」においてＡチームは現在６年生以下部門で６回戦

それぞれ日頃の練習の成果を十分

まで勝利しベスト４となり優勝を目指しています。又Ｃチー

発揮し熱唱され、盛大な拍手で

ムも同大会４年生以下部門で４回戦まで勝利しベスト４で３

終了しました。

☆保健委員会より

位入賞となりました。Ｃチームは「第１９回名古屋市スポー

ゴキブリ駆除講習会

ツ少年野球大会」でも４回戦まで勝利し決勝進出を決めてい
ます。

6 月 18 日（月）AM10:00~AM11:00
まで中小田井コミュニティーセンタ

大会試合において今年度現在Ａチームは「１３勝３敗」Ｃ

ーにて、西保健所の方に指導していた

チームは「１０勝２敗」と頑張っており、中日新聞月曜日ス

だき「ゴキブリ駆除講習会」を開催し

ポーツ愛知（野球）欄に中小田井ＪＢＣの名前を見つけるの

ました。

も楽しみの１つになっています。又低学年も毎週土曜日ＡＭ

女性会の方々が中心になって行い、小学 3 年生（118 名）の子供

練習中心に頑張っており、子供にとって意義のあるクラブ活
動と考え、常時新規部員の募集をし

たちも楽しく体験しました。

ており、対象も中小田井学区と山田

これからの季節、ゴキブリの発生

学区としています。

を少しでも減らしたいと、参加者
39 名が熱心にホウ酸ダンゴ（ゴキ

スポーツ推進委員（6/20 現在）

ブリ毒餌）を作りました。
御協力ありがとうございました。
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