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治会からのお知らせ（4月～8月） 

 

春、春の陽、春の風・・など、心が弾み気持ちが明るくなる季節です。31 年度は区政協力委員 30 名中 17 名が交代され町内会長 7名中 5

名が交代します。また、今上天皇が 5 月に退位されて新元号「令和」となります。この一年を学区の皆さんのご支援を得て、春からの行事

を進めて行きたいと思います。 
 

事  業  名 日  程 事  業  名 日  程 

交通事故ゼロの日 (登校日) 毎月ゼロの付く日 グラウンドゴルフ大会 
春 : 5月 19日(日) 

夏 : 7月 14日(日) 

交通事故一斉大監視日 
春 : 5月 15日(木) 

夏 : 7月 16日(火) 

2019 クリーンキャンペーン 

学区自主防災訓練 

6月 01日(土) 

6月 16日(日) 

子ども見守り活動 (登校日) 毎月 5の付く日 学区つなひき大会 6月 30日 (日) 

高齢者ふれあい給食 
春 : 4月 8日(月) 

夏 : 6月 3日(月) 

“心のふれあい広場” 

納涼盆踊り大会 
8月 3日(土)・4日(日) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  健環境委員より  

 

 
 

平成 31 年 2 月 5 日（火）に 22 名で大江破砕工場と愛知ヤクル

トへ施設見学に行ってきました。 

 

大江破砕工場では、約 100kg の重たいハンマーで運ばれたごみ

を細かくし分別しています。 

 

 

 

施設の方から平成 20 年 8 月 18 日に、

この工場で発生した火災事故のこと

を教えていただきました。 

原因はごみの中に含まれていたカセ

ットボンベや殺虫剤、ヘアスプレーだ

そうです。 

火災によって施設が使用できなくな

り処理ができませんでした。 

ボンベ等は中身を空にしてから捨ててくださいね。 

そのあとは、日進市にある愛知ヤク

ルトさんの工場見学です。 

ヤクルトもいただいたりで楽しい

施設見学でした。   

 

お知らせ 

3 月末 杉村 眞基子さん退任           

長い間ご苦労様でした。 

4 月 新任者着任 

五丁目東部担当 浅野 順子さん 

前任者同様よろしくお願いします 

★民生・児童委員＆主任児童委員の活動内容 

・ひとり暮らし高齢者見守り 

・７５歳以上ののみ世帯見守り 

・赤ちゃん訪問（第 1子） 

 

・子ども見守り活動 （5日・15日・25日） 

   小学生（低学年）の下校時 

・ふれあい給食 （4月・6月・9月・10月・12月・2月） 

   ひとり暮らし高齢者対象 

・育児サークルおたいっこ （第 2水曜日） 

にしっこひろば“もこもこ” （山田支所） 未就園児対象 

自 

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰからお願い 
 

 
 

 

 

 

 

中小田井ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

 

保 

◆ 施設見学会 

生・児童委員協議会より 

 
民 

ごみは図の左上から右下に向かって流れます。

右下の部分にハンマーが設置されています。 

5月  西区民生・児童委員大会 

    民生児童活動強化週間 

    ＡＥＤ救命講習会 

8月  名古屋市民生・児童委員大会 

9月  山田７学区研修会 

 

行
事
予
定 

４
月
～
９
月 

30年度 納涼盆踊り大会 

自主防災会訓練 

ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ ｺﾐｾﾝ前にｺﾞﾐを集積風景 

自主防災会訓練 

各町内会公園でAED訓練を実施 
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性会より 

 

 

111 月月月 222１１１日日日 (((月月月 )))       認認認知知知症症症講講講演演演       

 西区在住若年性アルツハイマー型認知症当事者

山田真由美さんとケースワーカーとの対談式講演

会を区役所において開催 

 

 111 月月月 111999 日日日 (((土土土)))       西西西区区区女女女性性性会会会芸芸芸能能能祭祭祭   

 西区区役所行動にて開催中小田井

学区は、フラダンス、民踊りに出演し

沢山の拍手をいただきました。 

 

222 月月月 111４４４日日日 (((木木木 )))    伝伝伝承承承遊遊遊びびび  

 中小田井小学校にて一年生が、善光寺

幼稚園の年長組園児に、昔の遊びを教え

るのをサポートに… 

  

女 

西区ジョギング・ウォーキング大会 

３月３日（日）西区ジョギング・ウォーキング大会が開催されました。 

スタートには、降ってなかった小雨が降り

始めてしまいましたが、皆さん無事にゴー

ルする事が出来ました。前年より２６８人

少ない１６００人という人数の参加者で

した。しかし、今回はお子様の参加が多い

ように思えました。皆さまに応援されなが

ら小さな一歩を家族と共に歩んでいまし

た。さらに、毎年恒例スポーツクラブチー

ムの子ども達も参加して下さいました。 

みんな無事にゴール出来て良かったですね。 

最後にはゼッケン番号で抽選会を行い自分の景品を見て喜んでいる姿も見ら

れました。 

今年も参加して下さいました皆様、ありがとうございました。 

 

ポーツ推進委員より ス ども会より 

 

平成 31年度 

中小田井学区子ども会は、約 300名の 

会員の皆様と、「地域と密接し、親子で楽しめる子ども

会活動を！」をテーマに一年活動していきます！！ 

今年度も、地域の皆さまのご支援、あたたかく見守っ

ていただきますよう、お願い申し上げます。 

上半期主な行事予定  

日にち 行事 

3月 30日 リーダー会議 定例理事会 

5月 12日 ソフトボールお楽しみ会 

6月上旬 女性会ものづくり講習会 

6月 30日 学区つなひき大会 

7月 20日 早朝ラジオ体操 

7月 28日 バス遠足 

8月 24日 地蔵まつり 

9月 22日 西区ソフトボール大会 

10月 20日 親子大運動会 

  

  

   

 

子 

※あくまでも予定ですので、 

変更する場合あります 

生会より      

 

⁂ 軽スポーツの練習と公園の清掃について 

軽スポーツの練習と公園の清掃について 

長生会ではグラウンドゴルフの練習を中小田井公園で毎週 2回実施しています。公園ひろばの清

掃も毎月 2回曜日を決めて清掃・草取りをしています。ゲートボールの練習も週 3回 4丁目広場

で実施。毎月第 3土曜日広場全体の清掃草取りを今年度より行います。      

 その他公園の草取り清掃について    

 3丁目 高田公園  毎月１回 老人会 新生クラブで草刈り清掃実施 

      5丁目 小木曽公園 毎月 2回  々  菊水長生会で草取り清掃実施 

         みんなの公園です、 いつもきれいにしましょう‼ 

 

⁂ 今年度の前半行事計画は次の通りです。皆様のご参加をお待ちしています。 

  愛好会  クラブ活動 場 所 今年度前半の 行 事 計 画      場 所 

毎週 火・金 曜日 グラウンドゴルフ練習会 中小田井公園 

〃月・水・土 曜日 ゲートボール練習会 4 丁目広場 

毎月第１・３木曜日 カラオケ愛好会 コミセン 

〃 ２・４水曜日  パソコン勉強会 コミセン 

〃 ２・４火木曜日 囲碁クラブ  コミセン 

 

４月２９日 長生会連合会総会     五所社公民館 

５月１９日 グラウンドゴルフ大会   中小田井公園 

５月２９日 西区老連グラウンドゴルフ 庄内緑地 

６月７日  長生会連合会親睦旅行   伊勢かぐらばリゾート 

７月１７日 西区老連大会園芸大会   長島温泉 

８月未定  長生会連合会慰霊祭健康講座 善光寺別院 

⁂ 新しい会員を募集中 各町内の長生会 役員までご連絡ねがいます   

 

長 

 333 月月月 333 日日日（（（日日日）））    第第第 333333 回回回西西西区区区ジジジョョョギギギンンングググ・・・ウウウォォォーーーキキキンンングググ大大大会会会    

女性会会員もジョギングやウォーキングに参加 

＊女性会では、入会希望の方を随時募

集しております。 
【地域いきいきせわやきおばさん】の
スローガンを元に地域のみんなと女

性会活動に参加しませんか？ 
入会希望の方は女性会役員迄お知ら
せください。 

今後の予定 

４月 27日  東白川村へ蕨採り  

5月     子供とのふれあい活動 他 


