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今年から庄内の里
と合同です！

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 !!

８月４日(土) ～５日(日)

実施日

午後５時～９時

雨天の場合は当日のみ中止
会
内

中小田井公園

場

児童グラウンド

容
★

盆踊りの前みんなでゲーム

★

生演奏で盆踊り踊るよ

★

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

午後 7 時 30 分～9 時

7/14 (土)

あしはら公園

7/21 (土)

早朝ラジオ体操と練習日

郡上おどり
生演奏だよ～♪

午前６時 30 分～、小木曽公園で午後 7 時 30 分～
8/3 (金)

中小田井公園児童グラウンド

子☆ども会より
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6 月２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 17 日(日)
今年の自主防災訓練は、
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「住宅用火災警報器実演
消火訓練、消防団放水訓練、車イスで階段避難」な
ど行動し、18 年前の東海豪雨避難所模様を映像で再
体験、避難所では我々は、
「どうあるべきか」を考え、
給食班炊き出しの豚汁を食し、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。

ス ポーツ推進委員
クリーンキャンペーン

6 月 10 日(日)、第三回綱引き大会を行いました。
低学年男子、低学年女子、高学年男子、高学年女子

◆

の 4 部門で、約 200 人の選手が参加し、熱く綱を引き

６月２日(土)

合いました！

クリーンキャンペーンに例年通り、ジュニアバ

大会結果

優勝

低学年男子
低学年女子
高学年男子
高学年女子

テイダン B(こばと子ども会)
ﾌﾟﾘﾝｾｽﾌｧｲﾌﾞ(5 丁目子ども会)
進撃の 5 丁目(5 丁目子ども会)
ｲｴﾛｰﾌﾗﾜｰ(2 丁目子ども会)

レーボールクラブの子ども達が参加してくれま
した。
御協力ありがとう
ございました。

さらに、一般大人部門では年齢差を超え来賓チームが見事優勝しました！
各部門の優勝チームは本来なら西区大会に出場しますが、今年は中小田井小学

参加して
きました

校行事と重なり、出場を辞退することに・・・残念です。
■６月２日（土）
この思いは、10 月 21 日に行います「中小田井学区大運動会」で、パワー全開
でぶつけて欲しいです！

少年スポーツ指導者研修会

教育館

■６月９日（土）

今年も町内対抗競技を増やし、楽しい企画を考えていますので、運動会もお
楽しみに！

新任スポーツ推進委員研修会

教育館

■６月１６日（土）
スポーツ推進委員愛知大会

★ 中小田井学区大運動会 10 月 21 日(日) 中小田井小学校校庭
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長 生会（老人会）より

４月２９日（日）

長生会連合会

総会開催

「第４５回総会」が五所社公民館にて開催されました。
第三部は、昼食後、

会場 1 杯の１３２名が参加、今回の司会も菊水長
生会の村瀬さん。最初に昨年度会員で亡くなられ

長生会のカラオケ発表で 16 名方々が舞台で熱唱さ

た、１３名の方々のご冥福を祈り全員で黙祷をしま

れ、大きな拍手を得て有意義な 1 日となりました。

した。前田会長の挨拶に続き、自治会長
様よりご祝辞を戴きました。
例年にならい平成２９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３０年度がスタートし
ました。

山本秀雄
第二部は、らくらく健康体操、横川珠姫先生の足腰を鍛える筋トレ方
法等について学びました。
特に高齢者には、ふくらはぎと太ももの筋肉は立ったり座ったりす
るのに大切な筋肉です。つま先立ちをしてふくらはぎの筋トレをした
り、ウオーキングは日常生活に取り入れたいものです。

保 健環境委員より

民 生・児童委員協議会より
★「民生・児童委員の日」活動強化週間
5 月 12 日は民生・児童委員の日です。
5 月 12 日（土）～5 月 18 日（金）は、活動強化

5 月 21 日（月）AM10 時～中小

週間で民生委員・児童委員の存在や活動について

田井コミュニティーセンターに

地域住民に理解を深めていただくために中小田井

て、中村保健所センターの方に

学区は 5 月 13 日（日）一斉取り組み日として、学

来ていただき「ゴキブリ駆除講

区グラウンドゴルフ大会前にＰＲカードを入れた

習会」を開催しました。
ゴキブリの発生を少しでも減

ポケットティシュを皆さんに配布しました。

らそうと、参加３８名の皆さん

人々の安全、安心のために、関係機関と連携し、委員活動の充実につな

でホウ酸ダンゴつくりを行いました。

げていきたいと思います。

使い方！

★第 23 回 西区民生・児童委員大会
5 月 29 日(火)に西区役所講堂で開催されました。

○台所のすみ、冷蔵庫の下、流しの下など、ゴキブリが

式典の中で支部長表彰があり団体の部で中小田井

潜んでいそうなところにおいてください。

学区のふれあい給食ボランティア様が受賞されま

○３ヶ月程したら新しいホウ酸だんごをおき

した。給食ボランティア様はひとり暮らしの方に

直すと効果が上がります。

おいしい昼食を作って下さってます。

○ゴキブリの住みにくい環境にすることが
ゴキブリ防除の基本です。ホウ酸だんごの

また、中小田井学区の区政協力委員長・

他にエサとなるものがあったり、潜み場所

山本秀雄氏の「災害が発生したときに｛私｝
は何をすればいいのか?」の講演がありま
した。

女 性会より

があったりすると、効果が下がります。
問い合わせ先：中村保健センター環境薬務室
住居衛生・薬務担当

5 月 25 日

481-2217

長良川水力発電所＆名城変電所

中部電力協力のもと、煉瓦作りの美濃にある長良川水
力発電所を見学。
5 月 13 日

蕨採り

東白川こもれびの里へ蕨採り

明治 29 年小林重正が自費を投じて長良川流域を調査し、
明治 41 年着工。煉瓦の積み方がイギリス積みだのフラン

に出かけました。いつもは“う

ス積みだのと盛り上がりました。昼からは、名古屋城の名城変電所へ。平成

どん”作りをしますが、今年は、

11 年から６年がかりで地下に作られた変電所を見学しました。名城公園正門
前の駐車場の地下約３０メートル下に 5 階建ての変電所があるとは・・・‼

趣向を変えパン作りに挑戦しました。
みんな思い思いの形作りをし、
美味しいパンが出来ました。
昼食は山菜バイキングを戴き身支度を整え蕨採りに。
雨と、日にちが遅かったせいか例年より収穫量が少
ないようでしたが、それでも 1 日楽しい時間を過ごせ
たと満足気に帰路につきました。

6 月 10 日

環境バザー

山田支所に於いて会員皆様から協力してもらった品物を買ってい
ただくために早朝よりたくさんの方が並んで来てくださいました。
オープンと同時にお目当ての品物めがけ突進。我々売り子は大
奮闘。買って戴いた方々も満面の笑みを浮かべ帰られました。
お陰様で沢山の商品が売れ、売上金の一部を西区社会協議福祉会に寄付させていただきます。
来年も皆さんに良い品物を沢山協力いただけますようお願いします。

2/2

