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自 治会からのお知らせ（10 月～12 月）
早くも上半期が終わり自治会事業も順調に進んでいる今日この頃です。９月１１日には「東海豪雨から１５年」、１０月１日には「山田地
区合併６０周年」と続き、懐かしい中小田井駅が銘板となり中小田井駅北側に設置され除幕式を行いました。
下記に今後の行事を示し学区の皆さんに行事へ多数参加していただきたいと思います。
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交通事故ゼロの日 (登校日)

毎月ゼロの付く日

高齢者ふれあい給食

10/19(月)・12/7(月)

子ども見守り活動 (登校日)

毎月 5 の付く日

グラウンドゴルフ大会

11 / 15(日)

町内別「 秋祭り 」

9/27(日)・10/4(日)
・11/1(日)

一人暮らしの高齢者対象に
「講習会」と「紅葉狩り」

11 / 2(月)

西区民おまつり広場

10 /11(日)

ネズミ駆除講習会

11 / 16(月)

親子大運動会

10 /18(日)

一斉防犯パトロール

12 / 1(火)

山田地区合併 60 周年銘板

8 月 納涼盆踊りの様子

（中小田井駅北）

民 生・児童委員協議会より

女 性会より

☆ＡＤ救命講習会☆

～子どもふれあい活動～

今年で 7 回目となるＡＥ

9 月 13 日（日）コミセンで鬼まんじゅうとポテトもち作りをしました。毎年この
時期に実施しています。今回は子ども・大人約 90 名が参加。１つのグループで作
業を２つにわけて取りかかりました。じゃがいもにコーンをまぜて、よくこねたも
のを焼き、バターしょうゆで味をつけて出来上がりです。
鬼まんじゅうは角切りしたさつまいもを粉でまぶ
して紙の上に等分し、蒸器でむして
いきます。鬼まんじゅうは少々時間がかかりました
が、参加した子どもたちは両方ともとてもおいしく
できてとても楽しかった、また参加したいと言って
くれました。

Ｄ救命講習会を 8 月 31 日
に中小田井コミセンで名
古屋市応急手当研修セン
ターから２名の講師を招
き３時間コースのＡＥＤ
（自動体外式除細動器）による電気ショックと心肺蘇
生法（胸骨圧迫）と人口呼吸を組合わせての実技指導
を民生・児童委員全員で受講しました。

～平成２７年度消費者懇談会～
コミセンに設置され
ているＡＥＤの取り
扱いは民生・児童委員
におまかせ下さい。

★8 月 27 日（木）第 67 回名古屋市民生・児童委員大会
が名古屋国際会議場センチュリーホールで開催され全
員参加しました。

名古屋市西区食品衛生協会主催による懇談会が９月１４日（月）中小田井コミュ
ニティーセンターで開かれ、各食品に携わる代表と保険所、それに我々消費者を代
表して女性会の総勢３１名が参加。この時期、生鮮魚介類に寄生するアニサキスに
よる食中毒が発生しているとの事で、その予防についてのお話をお聞きした後、各
業種の方々にそれぞれの食品衛生取り組み方等を
お聞きし、各業種独自の食の安心の取り組み方等
有意義な話が聞けました。特に我々主婦が、買い
物をしたりして食品に不備があっても、あきらめ
ないで買い求めた店にきちんと報告することが、
店の改善の為にも消費者にとっても大事な事だと
教えられました。
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生会 長生会連合会慰霊祭・健康講座

８月４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。前田会長の挨
拶に続き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１１名の会員が亡くなられ参
加者全員（８７名）が個人を偲び焼香をしました。
１１時より会場を明光閣に移し、血圧測定の後、
西区の保健師

斉藤さんより,

「認知症予防」の講座がありました。健やかな日
常生活を送るため、ちょっとした心がけで健康で若々
しい脳が保てます。一例として、歩きながら「しりと
り」をするとか、脳に刺激を与えることが大切だ。
脳を使う生活と健康な体のために、①人に頼らない生活を ②人づきあいを活発に ③新しいこと
に挑戦、そのためには自分で計画を立て、旅行・園芸・軽スポーツ等、常に脳を刺激し認知症予
防に努めましょう。
その後昼食、お寿司、お茶やお菓子を戴き、和やかなひと時を明光閣で過ごしました。

子 ども会より

保 健委員より

地域の皆様のご協力を得て上半期の行事も順調に進み、いよいよ
運動会の季節となりました！
今年で第３６回目となり、親子運動会ということで、お父さんお
母さん、おじいちゃん、おばあちゃんもおもいっきり体が動かし
楽しんでいただけるように企画・準備しています！お楽しみに
～。

●ごみ分別徹底とゴミ出しマナーについてのお願い
資源収集の袋の中に、生ごみ、可
燃ごみ、ビン、缶、ペットボトル
等が混在しているゴミ袋が未だに
一部散見されます。また、スプレ
ー缶やカセットコンロボンベ、不
燃物等も一緒に出ています。
保健環境委員の現場での分別指導ではなんともならないものです。
ごみ等の分別、収集日の厳守等、ご協力お願いします。

★第３６回中小田井学区親子大運動会★
平成２７年１０月１８日（日）開会式８：３０～
中小田井小学校 校庭にて
ぜひご家族でご参加くださ～い！！
親子運動会参加者募集！ 各町内対抗おとな
綱引き競技、町内対抗リレー走者、来賓競技のお
となの参加者を募集しています。詳しくは、各町
内子ども会役員までご連絡ください

●スプレー缶、カセットコンロボンベの穴開けについて
スプレー缶等に穴を開けないまま、ガスが残った状態で分別を誤っ
て回収に出した場合、ごみ収集車や処理工場で火災につながる恐れ
があります。名古屋市は、家庭で穴を開けてから回収する方式をと
っておりますが、スプレー缶の穴開け作業で爆発事故が相次いでい
たりもするので細心の注意が必要です。
名古屋市では 2017 年度以降には、穴を開けずに回収する方式に
変更を目指していますが、
「正式
に変わるまでは必ず屋外で穴を
開けてほしい」と
し、不安な場合は最寄の環境事
業所に持ち込むよう呼びかけて
います。

【子ども会下半期行事予定】
10 月18 日(日)
11 月 3 日(祝)
12 月 5 日(土)
12 月 20 日(日)
1 月 10 日(日)
1 月 24 日(土)
3 月 20 日(日)

学区親子大運動会(予 10/25) 〔中小田井小〕
西区綱引き大会
〔枇杷島ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ〕
ドッチボール大会(予 12/6)
〔中小田井小〕
凧作り 講習会
〔コミセン〕
凧あげ大会（雨天中止）
〔庄内緑地公園〕
地蔵まつり
〔前項寺別院〕
子ども会総会
〔コミセン〕

第１３回
第１３回 健康の森ウォークイベント
健康の森ウォークイベント
「新川の破堤現場を訪ねて･東海豪雨災害から１５年」
「新川の破堤現場を訪ねて･東海豪雨災害から１５年」

「西区健康の道を考える会」主催の「第１３回健康の森ウォークイベント」が以下の通り開催されます。今回は東海豪雨大水害から１
５年となり、防災・減災を考えてみようとの意識も有り、ウォークコース新川破堤現場の「あし原公園」で水害写真の展示・防災関係資料
配布をする予定です。ウォーキングは健康増進にも繋がります。多くの皆様の参加をお願いいたします。

【日時】 10 月 18 日（日）午前 9:00～9:30 受付
【予定コース】 庄内緑地グリーンプラザ前（受付・スタート）
→コスモス広場（コスモスまつり）→小田井城址公園→枇杷島公園→
あし原公園→丸中橋→新平田橋→上小田井駅南口(ゴール)約 5.6km
【参加費用】 １００円（小学生以下無料・保護者同伴）
障害保険料含む・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」への会員参加もよろしくお願いします。
＜連絡先：会長 藤川 卓郎、TEL052- 502-3290
年会費￥1,000 円、シンボル帽子 500 円＞

スポーツ推進委員
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