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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５日(土) ～６日(日)

午後５時～９時

雨天の場合は当日のみ中止
会
内

場

中小田井公園

児童グラウンド

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

盆踊り練習日
7/8 (土)・7/15 (土)
7/22（土）は早朝ラジオ体操と
練習日で午前６時３０分～

今年は郡上おどり
生演奏だよ～♪

8/4 (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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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6 月 3 日(土)
今年は清掃するに暑さもやわらぐ、薄曇りのなか 企業
と Jr バレーチームも参加し各町内の公園を出発し、中
小田井公園に集合、収集物で話が弾むなか「町美宣言」
をもって無事に終えました。ご協力有り難うございまし
た。

皆さんのご協力で町が
きれいになりました !!

6 月 1８日(日)
今年の自主防災訓練は、引き続き町内会主導の訓
練として各町内一時避難場所で AED 操作、消火訓練
その後「震災避難行動マップ」による避難行動へ、
避難所では「ボートそう艇訓練、消防団放水訓練」
など行動し、体育館で避難所はどの様な対応となる
か等、短時間内に大地震が発生した時、
「どうあるべ
きか」を考え、今後の課題として自主防災訓練を洗
い出す訓練となりました。

子☆ども会より

ス ポーツ推進委員

今年は、ソフトボー ル大会でなく昨年好評でした「つなひき大会」
を６月１１日に行いました。
汗をながしながら、掛け声とともに綱を全力で引っ張りました

◆西区なごやかウォーク｢美濃路コース｣

大会結果 優勝
高学年男子の部
ポポポテチ (3.5 丁目)
高学年女子の部
ガールズナイン (3.5 丁目)
低学年男子の部
ブルー (2 丁目)
低学年女子の部
マスカット (つばさ)

☆優勝チームは 10/21 に行われる西区大会に出場します

募集！

７月３０日（日）に
南知多バスツアー
（地引網体験ツアー）を企画しています。
多くの方の参加をお待ちしております
（詳細は各子ども会担当者までお問い合わせください）

秀雄

開催日時：平成 28 年 5 月 14 日(日)午前 9 時～正午
コース：美濃路コース (八尾彦駐車場スタート
西区役所ゴール )
参加人数：456 人
新緑の中天候に恵まれ 200 人募集のところ 450 人を超える予想を上回
る 参加者 により 大盛況 でい くつも の神社 を廻る コース で歴史 にもふ れ
ることもでき、大好評でした。
大きな事故、怪我もなく開催できて良かったです。

◆クリーンキャンペーン
クリーンキャンペーンが 6 月 3 日に開催
さ れ 中小 田井 ジュ ニア バレ ーボ ール クラ
ブ の 子供 たち と保 護者 の方 が数 名参 加し
てくださいました。
4 丁目の方に混じり何人かのグループに
別れ住宅地から工場の周り新川の土手等
ゴミ拾いがスタート。去年よりゴミがと
ても少なく、プラ、不燃、可燃等分別の
仕方を丁寧に話す事もできました。最後
4 丁目から皆でゴミを拾いながら中小田
井公園に集合しました。
多数のご参加ありがとございました。
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長 生会（老人会）より

「４月２９日（ 土）

長生会連合会

総会開催

「第４４回総会」が 五所社公民館 にて開催されました。

会場一杯の１３２名が参加、今回の司会は５丁目の村瀬晃司さん。最初に昨年度会員 で
亡くなられた、９名の方々のご冥福を祈り全員で黙祷をしました。
前田会長の挨拶に続き、自治会長

山本秀雄様よりご祝辞を戴きました。

例年にならい平成２８年度の行事報告、決算報告、又新年度の行事計画、予算案等も承認され、
新役員の紹介もあり平成２９年度がスタート しました。
第２部は、「健康講座」

三輪哲子さんによる健康

体操で特に脳に刺激を与え、高齢者に必要な脳の活性
化を図る手足の運動 を学びました。
第３部は、おいしかった助六での昼食後、長生会の
カラオケ発表で１８名の方々が舞台で熱唱され、大き
な拍手を得て有 意義な一日となりました。

保 健環境委員より

民 生・児童委員協議会より
☆名古屋市西区民生・児童委員大会
５月１９日〔金〕第２２回西区民生・児童委員大会がウェス
ティンナゴヤキャッスルにて開催されました。
本年、民生委員制度は創設１００周年・児童委員制度も７０周年という大きな

5 月 29 日（月）AM10：00～AM11：00

節目を迎えました。（この制度は大正９年に発足しました）

中小田井コミュニティーセンターにて

済世顧問制度に遡るこの１００年間

今年も「ゴキブリ駆除講習会」を催し

民生委員は常に住民に寄り添い、その見

守り役相談役となって人々の安心安全のために活動してきました。高齢者等の
孤立死，児童・障害者・高齢者への虐待、いじめ、自殺など痛ましい事件が社
会問題となっている現代、中小田井学区１６名の民生・児童委員は、皆様方の
ご支援をいただき、地域住民の立場に立って相談・支援活動を展開し、関係機
関と連携を図りながら活動をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお

ました。
女性会と一般参加者 32 名、
保健環境委員 9 名、保健所 3
名の総勢 44 名でホウ酸ダン
ゴ作りを行いました。

願いいたします。
尚、この大会で五丁目の湯浅良
三さんが、社会福祉事業（地域

6 月 12 日（月）AM10：00～11：00

福祉の推進活動に貢献）で支部

中小田井小学校 3 年生（95 名）が、校外学習として「ゴ

長表彰を受賞されましたこと

ミに関する講習会」に参加しました。

を、ご披露させていただきます。

今年も西環境事務所の方が来てくださり、クイズ形式でゴ

☆ＡＥＤ救命講習会

ミの分別の仕方について説明してくださり、楽しく学ぶこと

５月８日（月）民生委員はコミセンで名古屋
市応急手当研修センターから２名の講師を

ができました。
小さな頃から、自然

招いて心肺蘇生（胸骨圧迫）・人口呼吸・Ａ

とゴミの分別知識を

ＥＤの取り扱い等の講習を受講しました。こ

身に付けていただけ

の救命講習も今年で９回目になりました。

れば嬉しいです。

ＡＥＤの取り扱いは全員出来ますのでお任せ下さい

女 性会より

6 月 11 日（日）西区女性会で山田支所講堂、
西区講堂において環境バザーが開かれました。
5 月 13 日(土）

不要になった品物がたくさん出品され、開場の時間

東 白 川 村へ バス 一 台わ らび

前には多くの買い物客で、盛況に終わりました。

採りに出かけました。

売り上げの一部を社会福祉に寄付します。

あ い に くの 雨で し たが 参加
者は袋一杯のわらびが採
れ、大満足でした。
わらび採りにうどん作り、
地産で出来たランチを頂
きました。

6 月 17 日(土）小学校でふれあい
カローリング大会を開催しました。
初めて体験する人もありましたが、各
コートでは歓声が上がっていました。
それぞれにとても楽しかったとの声が出ていました。
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