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新年のご挨拶

修

【昨年の様子】

明けましておめでとうございます。
皆様には清々しい新年を迎えられましたこと心よりお慶び申し上げます。旧年中は自治
会活動に深いご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございました。
思い起こせば 25 年度は異常気象により自然災害が各地で発生しましたが、幸い当学区
では大きな災害もなく、新しい年を皆様とご一緒に迎えることが出来ましたこと 深く感
謝申し上げます。
現在 中小田井学区の人口は 約 11,200 人で、しかも高齢者比率は 16 %と、西区で最
も低く、若さいっぱいの活気ある学区です。本年度の自治会事業は「ふれあい活動」を中
心に積極的に計画しますので、皆様のご参加ご協力をよろしくお願い致します。

新春親子凧揚げ大会

皆様のご健勝とご多幸を心よりご祈念申し上げ新年のあいさつとします。
中小田井学区自治会

会 長

寺 澤

修

★ 26 年度前半事業計画
成人式
事 業

名

実施日

事

業

名

実施日

新春親子凧揚げ大会

1 月 5 日(日)

家族ジョギング大会

3 月 2 日(日)

成人式

1 月 13 日(月･祝)

クリーンキャンペーン

6 月 7 日(土)

★ 地域防災支援を約束
中小田井二丁目
中小田井二丁目

クリーンキャンペーン

愛知トヨタ自動車株式会社小田井営業所
愛知スズキ販売株式会社ユーズステーション小田井

平成 25 年 12 月 10 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
しました。 調印の内容は、一時的避難場所の使用や
救助用資器材の提供など・・・
ご協力ありがとうございます。
愛知トヨタ自動車株式会社
小田井営業所 様

★ 感謝状表彰の披露
25 年度 安心・安全で快適な
まちづくり活動で貢献され
た企業及び個人の皆様が、
西区交通安全大会と西区安
心・安全で快適なまちづく
り大会で表彰されました。

愛知スズキ販売株式会社
ユーズステーション小田井 様

西区消防団連合観閲式
日時：平成 25 年 11 月 17 日（日）
場所：洗堰緑地ラグビー場
出場人員：消防団員 19 団 475 名
車両：広報車 19 両・可搬式ポンプ 19 台
階梯隊：3 隊、まとい隊：1 隊
参加協力：中小田井火消し太鼓保存会
観閲式では、中小田井消防団団員による国歌独唱から始まり、
公職者による部隊巡閲、分列行進が行われ広報車中隊の行進
で、中小田井の広報車が先頭で誘導し大役を果たしました。
消防音楽隊とリリーエンジェルの演奏と演技の後、火消し太鼓
隊と階梯操法の合同訓練があり、火災に見立てた煙幕の中、我
が火消し太鼓が勇壮な演奏を披露。続いて太鼓の伴奏で階梯隊
が入場。我が階梯隊が中央に陣取り圧
巻な演技を行い喝采を浴びていまし
た。最後に一斉放水でも中小田井が参
加し、見事 19 本の水柱を揚げフィナ
ーレを飾り幕を閉じました。
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☆ 明けましておめでとうございます ☆

☆ 第２８回 西区ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ･ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会

日頃は民生・児童委員活動には何かと、ご理解・ご協力を賜
り厚く御礼申し上げます。
昨年 12 月一斉改選で 3 名の退任者
がありました。そして 4 名の新任民
生・児童委員が着任されました。
皆さん張り切っていますので前任
者同様よろしくお願いします。
ご苦労様でした
新しく迎えた本年も昨年同様、
ひとり暮らしの高齢者と 75 歳以上
夫婦のみ世帯の見守り活動や赤ち
ゃん訪問（出生後 6 ヶ月までの第 1
子）を行っていきます。
[民生委員信条]
社会福祉の増進と地域社会の実情を把握し誠意をもって相
談に応じ明朗で健全な地域社会づくりに努めます。
何かお気づきの事がありましたら民生・児童委員までお知ら
せ下さい。
(民生・児童委員協議会）

新年あけましておめでとうご
ざいます。毎年恒例の西区スポ
ーツ推進委員連絡協議会を中心
に運営・主管を行う庄内緑地で
のジョギング大会について案内
させていただきます。
本大会は「区民の健康保持と増進に寄与するとともに、
家族や地域の絆を深め、地域の活性化を図る」ことを目的
に、前回から新たにウォーキングコースを追加し、より多
くの皆様に参加いただける様企画いたしております。
大会概要について以下にご案内します。

☆ 長生会連合会（老人会）より
～紅葉の大矢田神社参拝と奥飛騨・焼岳温泉の旅～
紅葉真っ盛りの 11 月 21-22 日、長生会連合会の一泊旅行に一
行 27 名が参加しました。東海北陸道美濃ＩＣより、大矢田神社
を参拝、今を盛りのもみじ 3000 本の境内は見事なもの、紅葉を
背景に皆で写真を一枚。白鳥イ
ンターより日本土鈴館を見学、
おもちゃの心を今に伝えて全国
各地の土鈴 16000 点は見事なも
のでした。高山ＩＣから千光寺
へ、標高 1000 ㍍の静寂の地に
1200 年の法灯をともす円空ゆかりの寺参拝。奥飛騨・焼岳温泉
に一泊うぐいすの湯で旅の疲れを癒し、宴はいろり会席でカラ
オケを楽しみました。二日目は平湯大滝を見学、雪交じりの滝
は見事なもの。高山の古い街並みを散策、高山陣屋まで足をの
ばしました。郡上八幡では水の町シンボルの湧水・宗祇水、清
水橋をみて郡上踊りの街道を散策。美味しい地酒の試飲も楽し
みました。赤かぶの里でお土産をゲット。最後は関の刃物セン
ターに立ち寄り、見どころの多い楽しかった旅路となりました。

☆女性会

【大会名】第２８回西区ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ･ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会
【日時】３月２日（日）午前 10:00～開会式（小雨決行）
【場所】庄内緑地 陸上競技場・ｻｲｸﾘﾝｸﾞｺｰｽ・園内
【参加資格】西区内に在住､在勤､在学で健康に自信ある方
【定員・参加費用】2,000 名、1 人 300 円
【種目】ジョギング：①５km コース ②３km コース
ウォーキング：③約 2.2km コース
【申込み】①1/11(土)～1/24(金) 各学区ｽﾎﾟｰﾂ推進委員へ
②2/3(月)～2/11（火・祝）西区役所へ
ゼッケン番号で参加者全員に景品が当たるお楽しみ抽選
会もあります。
中小田井からも多くの皆様の参加をお願いいたします。
スポーツ推進委員

☆ ネズミ駆除講習会
平成２５年１１月１８日（月）午前１１時から中小田井
コミュニティーセンターにて、「ネズミ駆除講習会」を開
催しました。
ネズミの種類や習性、駆除、防除の方法を学び、今回は
毒餌により駆除する方法を実践しました。クマリン系殺そ
剤（血液凝固阻止作用を持つ薬剤）と押し麦、砂糖、油を
混ぜて作りました。この毒
餌を ネズミが ４～８日
間連続して食べると致死
効果があるそうです。１７
名の方々に参加いただき
ました。
保健委員

伝承遊び

☆ 子ども会より

11 月 27 日（水）小学校体育館におい
て一年生を対象に日本の昔から伝わ
る遊びであるコマ回し・けん玉・お手
玉・まりつき・あやとり等々皆で楽し
く遊びました。子供達のいきいきした
目と笑顔に癒されました。

子ども会も地域の皆様の協力で順
調に行事を進める事ができました。ソ
フトボール大会、長島プール、運動会
など大きなトラブルもなく子ども達
と楽しみました。
新年１月５日の「親子凧揚げ大会」
では 130 程の手作りたこが未来に向か
って天高く舞い上がることでしょう。
災害や事故の
ない良い年に
なりますよう
に！

カローリング大会
11 月 23 日（土）枇杷島スポーツセンターにて西区女性
会カローリング大会が開催され 10 人の参加者で見事に
中小田井学区が優勝しました。
爽やかな汗を流し素晴らしく楽しい一日でした。
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