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自治会からのお知らせ
猛暑を吹っ飛ばした盆踊り
期待を集めて抽選会
皆で踊った盆踊り

美味しかった模擬店

8 月 3・４日 中小田井公園で恒例の納涼盆踊りが盛大に開催されました。
２日間で延べ 4,000 人の皆様にご参加いただき、楽しい思い出がいっぱい出来ました。
“ 地域防災に貢献 ”

“ 山田地区敬老会 ”
９月１７日(火) 山田地区敬老会が長島温泉
で開催されました。
対象者は ７０才以上の方で中小田井学区で
は１,３８１名、内９3 名の皆様にご参加いただ
きました。昨年までの 尾張温泉から長島温泉
に変わり、約 20% 参加者が増えました。

中小田井五丁目「 青い鳥医療福祉センター 」
平成 25 年 8 月 20 日 地域防災協力事業所として
中小田井学区防災安心まちづくり委員会と覚書
を締結。
大規模災害時に一時避難所として、講堂と食堂を
地域住民に提供 !!

当日は 温泉入浴と水前寺清子歌謡ショーを
楽しみ、帰路にはお千代保稲荷に立ち寄り 無
病息災をお祈りし、楽しい一日を過ごしていた
だきました。

学区の防災機能としての安心が一つ増えました。
ご協力に感謝申し上げます。

★ 長生会

★

平成２５年 慰霊祭及び健康講座

８月６日（火）長生会の慰霊祭が善光寺別院願王寺本堂にて開催さ
れました。早稲田会長挨拶の後、住職ほか僧侶の読経で厳かに執り行
われました。昨年度は１５名の会員が亡く
なられ、長生会当初からの物故者は４０年
間で４５８名となり記名掛軸も４巻とな
っています。
参加者全員（８７名）が故人を偲び焼香
をしました。読経後、住職のありがたい法
話に参加者全員が耳をかたむけ聞き入っていました。
１１時より会場を本堂より明光閣に移し
血液測定や保健師による足の健康講座を受
け老人にとっては第２の心臓と云われるほ
ど大切な足の健康について学びました。
講話終了後は昼食会助六で、ジュースや
お酒をいただき相互の親睦を深め楽しい
ひと時を過ごしました。
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民生・児童委員協議会より

８月２７日（火）名古屋国際会議場センチュ
リーホールにおいて第６５回名古屋市民生委
員・児童委員大会が開催されました。
本大会は、名古屋市における民生委員・児童
委員制度が創設されて９０周年という大きな
節目の年でもあります。
この大会で２学区の事例発表がありました
が、抱えている問題は どの学区も同じよう
に大変です。中小田井学区民生委員・児童委
員みんなで頑張っていきます。
尚 この大会で市民生委員児童
委員連盟理事長表彰と勤続１０年
で市長感謝状を小出正彦会長が受
賞されました。
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消防団より

来る 11 月 17 日（日） 庄
内川洗堰公園にて西区消防
団連合観閲式が行われます。
中小田井消防団では、階梯
操法、一斉放水、火消し太鼓
の演奏を行います。
その伝統の技であります階梯操法の練習が始
まりました。

☆
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子ども会より

西区役所では子ども会指導者の育成を目指して、
ジュニアリーダー養成講座を開講しています。
毎年 10 月から翌年 9 月までの間、ほぼ毎月さま
ざまなプログラム（ウォークラリー、クラフト、救急
法、ディキャンプ（飯盒炊さん、カレー作り））を実
施して８月に２泊３日でキャンプに行きました。
対象は区内子供会会員の小学５年生と６年生です。
中小田井からも毎年６名程の子供達が参加しています。

鳶 1 本で梯子を操るため、団員の息が合わない
と梯子が傾いたり、落梯してしまいます。
このため練習が欠かせません。団員が総力を上
げて頑張っています。
是非 3 年に一度の観閲式にお越し下さい。

☆ 平成２５年秋 西区ウォークイベント紹介
「11 月 16 日(土)＆12 月 1 日（日）参加方！！」
今年の夏も多くの猛暑日が続き、熱中症多発についても
ニュースを賑わせました。９月以降順次涼しくなり快適に
運動が出来る季節を迎えました。
今年は西区管内で２件のウォークイベントが以下の通り開
催されます。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。
１．第 11 回健康の道ウォークイベント
【日時】11 月 16 日（土）
午前 9:00～9:30 受付（小雨決行）
【予定コース】
さわやかな庄内川の川風にふれて伝説の蛇池から
山西用水緑道を歩く
庄内緑地ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ前（受付・スタート） →庄内川河
川敷→新川洗堰→蛇池公園→山西用水緑道→庄内緑地
(ゴール)約６km

キャンプを終え ジュニアリーダーの感想
●他学区の子との班活動なので、不安で一杯だったけど協力し
合いすぐに仲良くなれて毎日楽しかった。
●カレーの水分が多くてスープカレーになってしまったけど、
自分達でつくったからとても美味しかったし楽しかった。
●初めてのテントでの宿泊 なんとなく不気味で不安だったが
友達が一緒だったので楽しくいい思い出になりました。
●普段は、両親がやってくれている火起こしや飯盒炊さんやカレー作りを難
しいながらも自分達で協力してやり楽しかった。

☆

保健委員より

「リサイクル施設を見学して」

7 / 3 (水)・9 / 4 (水) 保健委員主催のリサイクル施設見学会が開催されました。
見学先は ① 福田三商 ㈱ 名南営業所
古紙再生工場
② グリーンサイクル ㈱
家電製品のリサイクル工場
二日間で 各種団体委員 35 名が上記 二ヶ所の工場を見学しました。
家庭などから出された古紙はここに持ち込ま
れ、２０トンもの圧力をかけて 新聞紙はノー
ト・雑誌は段ボール・牛乳パックはトイレの紙
に生まれ変わるとのことです。
グリーンサイクルは 家電製品を鉄・非鉄金
属・プラスチックに分解し、メーカーに送られ
リサイクルされます。
１トンの古紙の塊
家電製品は不要になったら販売店に引き取っ
てもらい、リサイクルしたいものです。!
不法業者に渡ると必要な部品のみを取り、後は野積みされ不法投棄につな
がります。 我々一人一人が資源の有効活用に協力しましょう !!
文 長生会
竹内
写真

家電のリサイクル

保健委員

牧野

【参加費用】１００円（小学生以下無料）事前申込み不要
【参加定員】３００名（参加賞：パン・お茶予定）
◎「西区健康の道を考える会：藤川会長」主催・運営

２．西区秋のなごやかウォーク「庄内緑地周辺散策コース」

☆

【日時】
12 月 1 日（日）午前 9:00～9:30 受付（小雨決行）
【予定コース】
多くの寺社をめぐりながら庄内緑地の周辺を
ウォーキングする。
地下鉄庄内通（受付・スタート）→伊奴神社→庚申塚→
白山神社→善光寺→岩倉街道→星神社→庄内緑地(ゴー
ル)約 8.6km

女性会より

森永乳業㈱より講師の先生のご指導でお料理教
室を 8 月 23 日(金)中小田井小学校家庭科室にて！！
*ラップでクルクル巻きごはん
*ギュート！肉団子スープ
*お絵かきパンケーキの 3 品を教えて頂きました。
初めて経験する子は、恐る恐る包丁で野菜を切り
日頃からお手伝いしている子は慣れた手つきでテキ
パキ手順通りに作っていました。

【参加費用】無料 事前申込み不要
【参加定員】２００名に参加賞配布
◎「西区役所：主催、西区スポーツ推進委員：運営」

それぞれ皆楽しくお料理作りに挑戦
した後 美味しく戴きました。

スポーツ推進委員
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