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新年のご挨拶

【昨年の成人式の様子】

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。
29 年度は後 3 ｹ月を残し、新しい年を迎え様としています
しまいました
程の周到さです

昨年は侵入盗が多く発生して

侵入盗は早朝２時~３時頃に非通知電話をかけて留守か就寝中かを確認する
また

【昨年の夜間放水訓練の様子】
４丁目広場にて藤本会長

昨年年末の消防団による「夜間放水訓練」は現実に発生した場合を

想定し手順を確認しながらの緊張した訓練でした。 緊迫した状況での操作を確実にするた
めに消防団員の皆さん日夜訓練に感謝します

本年度後半の自治会事業にも積極的に皆様

のご参加ご協力をお願いし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 山本

実施日

事

秀雄

★ 29 年度後半事業計画
事 業 名

業

名

実施日

新春親子凧揚げ大会

1 月７日(日)

防火祈願祭

1 月 2１日(日)

成人式

1 月８日(月･祝)

家族ジョギング大会

3月

４日(日)

★ 感謝状表彰の披露
平成２９年度 安心・安
全で快適なまちづくり活
動で貢献された竹内 彦男
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。

民 生・児童委員より

輝かしい新春を迎え謹んで
お慶び申し上げます

皆様おそろいで穏やかな新年をお迎えのことと
存じます
新しく迎えた本年も昨年に引き続きひとり暮ら
し高齢者と・のみ世帯の見守り活動を行っていき
ます。
その他に赤ちゃん訪問（第１子）、子
ども見守り活動等を行っていきますの
で皆様方のご協力をよろしくお願い致
します。

昨年１０月１９日
愛知県体育館にお
いて第６５回愛知
県社会福祉大会が
開催され、当学区
より３名の民生・
児童委員が愛知県社会福祉協議会会長感謝状を受
賞されました。

また１１月６日には当学
区恒例となりました“悪質商
法の被害にあわないための
「出前講座」と「紅葉狩り」”
を名古屋消費生活センターか
ら講師を招き開催しました。
その後、中小田井公園で紅葉を
見ながら食事をし、ビンゴゲー
ムで大変盛り上がり皆さんに喜ん
で頂きました。

当学区からオレオレ詐欺にあわ
ないために来年も開催したいと
思います。
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長 生会（老人会）より新春のお知らせ ！
～紅
決めて楽しんでいます。これらの事業は皆さんの健康維持増
進と仲間づくりに最適です。夏は慰霊祭と健康講座。春秋は
親睦旅行を行っています。
この写真は 2 ヶ月前富士山をバックに三島大吊橋スカイウ
オークを楽しみ、西伊豆を旅した時の写真です。どうぞ中小
田井学区在住でお
おむね 60 歳以上の
方ならどなたでも
入会できます。各町
内 長生会役員ま
でお申し出おねが
い致します。

あけましておめでとうございます。
皆さま

お健やかに良き新春をお迎えのことと
お慶び申し上げます。
長生会では会員みなさまの健康
寿命を延ばすよう、広場や公園など
でグラウンドゴルフやゲートボー
ル等軽スポーツの奨励と趣味の集
いとして、カラオケ愛好会・パソコ
ン教室又囲碁クラブ等を中小田井
コミュニティセンターで曜日を

保

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 行 う
庄内緑地でのジョギング
大会についてご案内させていただきます。
今年は西区制 110 周年記念事業として各種
賞品が用意されております。
｢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
と目的としており、中小田井学区からも多くの
皆様の参加をお願いいたします。
第 32 回西区ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ・ｳｵｰｷﾝｸﾞ大会
日時

会場

3 月 4 日(日) 受付午前 9：00～9：50
開会午前 10：00～
(小雨決行)
終了正午(予定)
庄内緑地
（陸上競技場・サイクリングコース）

詳しくは広報をご覧ください。
スポーツ推進委員

女 性会より
●11 月 13 日
西区女性会研究協
議会大会が、西区役所
で 開催され 各学区の
一 年の取り 組みが発
表されました。
『みんないきいき世話焼きおばさん』のスローガ
ンのもと各学区バリエーション豊かな取り組みを
されているのが分かりこれからの取り組みの参考
にしたいと思いました。
その後、,講評･講話を西区長さんが、
【名古屋再
発見】と題して、大変楽しくユーモアを交えてお
話しされました。長年住んでいる私たちも知らな
いことが沢山ありとても勉強になりました。

健環境委員より

新年あけましておめでとうございます。
11 月 13 日（月）中小田井コミュニティーセン
ター2F にて保健所の方による「ネズミ駆除講
習会」を開催いたしました。
当日は保健所の方 2 名、保健委員 6 名、一般の方を合わせて 20 名が参加し
てくださいました。ネズミ防御の方法などを学び、毒えさ作りを体験しました。
11 月 21 日（火）には「明るい選挙推進のつどい」へ保健委員 3 名で参加し
ました。アニメのサザエさんの家族構成を元に色々な
例を交えて認知症に楽しい講習会でした。
10 月 30 日（月）第 39 回名古屋市保健環境委員大
会にて、堀田春雄様が名古屋市長より表彰されました。

子 ども会より
19 年ぶりに西区子ども会を代表して、名古屋まつり子ども
みこしに参加する予定でしたが、10 月にもかかわらず台風
により中止となり、11 月に行われた学区親子運動会で、作
成したみこしを披露しました。
学区運動会では、地域のみなさんも参加していただき、
大盛況の中、2丁目子ども会が優勝しました。
2018 年も今まで同様、元気よく親子で楽しむ子ども会として、
いろいろ企画していき、戌年だけに
是非ご参加
“ワンダフル”な一年にしていきたいですワン

ください♪

新春親子たこあげ大会も 1 月 7 日（日）に行います。

●11 月 18 日
奈良興福寺の国宝阿修羅像一般公開と奈良町
散策の社会見学に行きました
朝は小雨がパラついていましたが、見学時には
雨もやみ崇高な阿修羅像の顔に心洗われ身も引き
締まる思いでした。趣のある街並みを皆、自由に散
策を楽しみ有意義な時間を過ごせました。
●11 月 20 日
伝承遊びを小学校体育館で 1 年生を対象に、
お手玉、駒回し、
あや取り、けん玉、を…
上手にできる子、うまく出来なく
悔しくて泣きだす子もいました
が、楽しい時間を過ごせました。
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