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＊長生会（老人会）より ～平成 25 年 4月 29日長生会連合会の総会開催～ 

 

「第 40回総会」が五所社公民館にて開催されました。 

好天に恵まれ 130名の参加者があり、はじめに昨年度会員で亡くなられた 15名の

方のご冥福を祈り黙祷を捧げました。早稲田会長の挨拶・来賓寺澤自治会長の祝

辞を戴きました。本題に入り昨年度の行事報告・会計報告等又新年度役員の紹介

があり、25年度の行事計画・予算案の審議等を経て新年度が始まりました。 

長生会連合会の歴史は古く、中小田井学区が出来て 35年になるが、

それより前から活動しており、40回目の総会にふさわしく第 2部と

して保健所指導員による、健康についての講演会、筋力トレーニン

グの実技指導等がありました。 

昼食後、第 3部はカラオケ愛好会による 

発表会で明るく楽しい有意義な一日となりました。 

会員募集中！中小田井１丁目～５丁目までの 

60 歳以上の方ならどなたでも長生会に入れます。夫々

の町内役員にお申し出願います。 

 

☆ 子ども会より 

 

6 月 1 日(日)西文化小劇場で開催されました「西区子ど

も会総会」にて中小田井代表として優良子ども会に小鳩

（一丁目）が、優良子ども会指導者に会員 OB の大野貴也

さんが表彰されました。行事としては、4月から練習して 

いたソフトボール大会

が 6 月 16 日に無事終わ

り、次は 7月 21日の「子

ども会水泳教室・長島プ

ール」です。事故のない

様細心の注意を払い楽

しい一日を過ごしたい

と願っています。 

 

 

“ 南海トラフ巨大地震に備えた” 自主防災会訓練 !! 

  

６月 9 (日)午前 9時頃に、各町内の公園から防災委員 総勢 240人が避難所の体育館に集

合しました。 

先ず全員が防災の基本知識について学習したあと、訓練会場を運動場に移し 実技訓練

「AEDの取り扱い方」・「簡易トイレの組み立て方」・「三角巾を使った応急手当」・「起震車に

よる震度 7の体感」について４班に分かれ体験しました。 

又 学区としては 初めて本物の消火器を使った消火訓練を各町内会代表に体験していただき、オイルパ

ンの炎に粉末を噴射すると、瞬間に火は消えますが、同時にものすごい勢いで消火剤の白煙が立ちのぼり、

実際に見ることが少ない皆さんはびっくりされました。 

最後に、消防団による放水訓練を見学し、半日に亘っての「自主防災会訓練」が無事終了しました。 

ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰからお願い 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

中小田井ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 

☆民生委員・児童委員より 

 

※第１８回 西区民生委員・児童委員大会が５月

１４日（火）西文化小劇場にて開催されました。 

この大会は、地域住民の立場に立って相談、支

援活動を展開し、関係機関などとの連携を一層

図りながら、さらなる地域福祉推進のため、民

生、児童委員活動を充実・強化することを目的

とするものです。 

 式典の中で支部長表彰があり、個人の部で地域の

児童公園清掃を、永年に亘り積極的にしてくださ

っている杉下のぶ子さん（２丁目）が、支部長表

彰を受賞されました。これは西区の中では２名の

受賞者のうちの一人です。 

また活動事例報告では、中小田井学区民児協の 

近藤和雄委員が「借入金・どこまで関われるか」 

を発表しました。近藤委員の活動事例報告は、西区の代表として８月２７日に開

催される名古屋市民生・児童委員大会へ提出されました。 

ふれあいと 思いやりに満ちたまちづくり 西区みんなで「も～やっこ。」平成 

２５年度活動スローガンを提案して大会の幕を閉じました。 

 

※民生・児童委員及びコミセン管理者は、名古屋

市応急手当研修センターの講師より、胸骨圧

迫・人口呼吸・ＡＥＤの取り扱い等の救命救急

講習を 昨年に続き今年も 6月 10日に受講いた

しました。 
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民生・児童委員及びコミセン管理者は、名古屋市応急手当研修センターの 

講師より 胸骨圧迫・人口呼吸・ＡＥＤの取り扱い等の救命救急講習を 昨年に

続き今年も６月１０日に受講いたしました。 

25年度交通安全街頭活動協力者 

交通安全協力者  

斎 藤  信  男 様 

 

 平成 25年 5月 30日 西区交通安全推進大会に於いて

多年にわたり交通安全活動にご尽力された功績に感謝状

が授与されました。 

25年度西区防犯功労者 

消防団長兼西保護司会監事  

辻  正 弘 様 

 

 平成 25年 6月 10日 西区防犯協会総会に於いて多年

にわたって防犯活動に大きく寄与されました功績に感謝

状が授与されました。 

ソフトボール大会結果 
優勝：三丁目 
準優勝：小鳩Ａ 

会員募集中！中小田井１丁目～５丁目までの 

60 歳以上の方ならどなたでも長生会に入れます。

夫々の町内役員にお申し出願います。 
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 6 月 1日、名古屋市クリーンキャンペーンの日に思う  （投稿者 老人会 竹内彦雄） 

 

“私たちの街、名古屋市をきれいにしよう” これは名古屋市東部で数年前に行われた「愛知万博」か

ら始まったクリーンキャンペーンでこの時期、毎年行われている。 

今日も我が学区では朝 9時 40分より、各町内で各種町内役員の清掃作業が始まった。みんな元気に参加、

町の明るいニュースである。 

特筆すべき事は、我が町四丁目の或る企業は、休日出勤にしてこのクリーンキャンペーンに従業員約３

０名程が参加しているではないか！ 町内役員に歩調を合わせ、町内美化清掃をしている事である。 

昨年より始まったと云うが、こんな町は他にはあまりないと思う。 

所がよくよく聞いたら、五丁目の A銀行支店の店員さんがクリーンキャンペーンに参加されたり、紫雲殿の従業

員も参加しているとのこと！ 他にもあり感謝感激、誠にありがたい事である。これはクリーンキャンペーン最後

の自治会長の講評で知った。 

今日の参加者は学区内 7町内会、企業の方も含め 170名であった。 

6月 9日は学区内の自主防災訓練の日である。また皆でこの町を守ろうと、ささやかではあるが地域発展の為に

参加して頑張っていこう！!  

 

☆「悪質商法の被害にあわないために」出張講座の開催 

 

高齢者を狙った、悪質商法による被害が多発しております。 

まさか私が、と思っていた人も被害に遭っています。 

充分注意下さい。 

 

今年も昨年同様講座を開催いたし 

ますので是非参加下さい。 

 

開催日時：平成 21 年 11 月 16 日(月)  

午前 10 時～ 

開催場所：中小田井コミセンと中小田井公園 

 

講座終了後中小田井公園で紅葉を観ながら食事会を 

開催します。 

 

民生・児童委員協議会 

 

☆  中小田井ＪＢＣ５年生Ｂチーム  

「第 11回ゲオ杯親善交流野球大会」優勝報告☆ 

  

２０１３年６月１５日（土）が中小田井ジュニアベースボールクラブの記念すべき

日となりました。 

当日「第 11回ゲオ杯親善交流野球大会」の決勝戦が瑞穂球場で行われました。 

この大会はジュニアベースボールリーグ愛知主催の４大大会の一つでＡチーム戦

（６年生）167 チーム、Ｂチーム戦（５年生）102 チーム、Ｃチーム戦 36 チームが

参加した愛知県内のみならず県外チームも注目する大きな大会です。 

中小田井ＪＢＣもＡ・Ｂチーム戦に参加し、野中総監督率いる１４名の５年生によ

るＢチーム戦で３月から熱戦を繰り広げ、６戦を勝ちあがり決勝進出となりました。 

相手は古豪「三郷ファイターズ」で抜群 

の投手力を中心に、決勝まで勝ち進んだチームで中小田井ＪＢＣは持ち前の打撃力で挑みました。

試合序盤は相手に先制されるも自慢の打撃で一挙逆転し、そのまま最終回。歓喜の瞬間！とはいか

ず相手チームに同点とされ、試合はそのまま延長に。一進一退の厳しい試合を７対６で制し見事優

勝を手にしました。選手達は歓喜に満ち溢れ、場内は割れんばかりの声援が起こりました。創部５

年目にして悲願の愛知県制覇！１４名の選手達は目に涙を浮かばせていました。 

今後共選手の成長を目指し頑張ってまいりますので、中小田井学区の皆様の応援をよろしくお願い

します。                      

（スポーツ推進委員：野中総監督寄稿） 

☆ クリーンキャンペーン  

 

６月 1日(土) 全市一斉に町を美しくする運動 !!   

「クリーンキャンペーン」が当中小田井学区でも実施されま

した。本年度の参加は 170名で内 企業参加が 5社 41名と昨年

より大幅に増加しました。             

 皆さんのご協力で町がきれいになりました !!  

 

☆ 女性会より 

なごやかウォーク『犬山城天守閣＆鵜飼鑑賞』に… 

今年は空梅雨だったのに…台風の襲来!! でも直接の

被害もなく曇り空の中出発。犬山で電車を降り天守閣

めざしウォーキング…。 

ちょっとした小京都を思わせる洒落た 

お店が並ぶ静かな街並みを抜け国宝 

犬山城へ。狭い急な階段を上り天守 

閣に 眼下に広がる木曽川や犬山市内 

を眺め鵜飼鑑賞に…昼の鵜飼も鵜匠さん 

の鵜さばきが見え良かったです。 

☆ 保健委員より  ゴキブリ駆除講習会 

 

6 月 17 日(月)午前 10

時から中小田井コミュ

ニティーセンターに、西

保健所の方に来ていた

だき、｢ゴキブリ駆除講

習会｣を開催しました。 

女性会の方や一般の方、保健委員あわせて３８名が参

加しました。ゴキブリの害、種類、習性を学び、ゴキ

ブリ防除の為にホウ酸ダンゴ（ゴキブリ毒餌）を作り 

ました。とても蒸し暑い日でしたが今年も中小田井小 

学校３年生（１１０名）

の子供達が授業の一環

として、コミュニティー

センターの中や、ホウ酸

ダンゴ作りを熱心に見

学していきました。 

☆ 自治会からのお知らせ 

 

心のふれあい広場 “ 納涼盆踊り ” 

いよいよ今年も盆踊りシーズンがやってきました !!   

たくさんの皆様にご参加いただきますよう、 

ここに ご案内します !! 

 

実施日 8月 3日(土) ～4日(日) 午後６時～９時 

         雨天の場合は当日のみ中止 

会 場 中小田井公園 児童グラウンド 

内 容  ★ みんなそろって  盆踊り 

★ 美味しさいっぱい 模擬店 

★ お楽しみいっぱい 抽選会 

練習日 7/6 (土)・7/13 (土)・7/20 (土)・8/2 (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 
 

 


