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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３日(土) ～４日(日)

午後５時～９時

雨天の場合は当日のみ中止
会

場

内

容
★
★
★
★

中小田井公園

児童グラウンド

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
子どもビンゴ大会 ８月３日(土) 午後５時 30 分～
参加資格は、小学校 6 年生までの児童。
（午後４時から カードを配布）
盆踊り練習日
7/13 (土) 午後７時３０分～ あし原公園
7/20 (土) 午前６時３０分～ 早朝ラジオ体操と練習を小学校校庭
午後７時３０分～ 大木曽公園
8/ 2 (金) 午後７時３０分～ 中小田井公園児童グラウンド
多くの参加をお待ちします。

子☆ども会より

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

自 治会からのお知らせ
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今年は前日の雨も止み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 1６日(日)
今年の自主防災訓練は、引き続き町内会主導の訓
練として防災倉庫の点検・確認、各町内一時避難場
所で AED 操作、消火訓練そして、１丁目と５丁目は
簡易トイレの組立て訓練を行い、重い、手間取るこ
とを経験。その後「震災避難行動マップ」による避
難行動へ、避難所校庭での「住宅火災警報器鳴動消
火訓練」は強風で中止し、
「消防団放水訓練」を実施
した、避難所では、19 年前の東海豪雨時の映像を基
に避難所では、
「どうあるべきか」を考えた自主防災
訓練となった。

ス ポーツ推進委員

令和の時代を引っ張る子どもが、暑い夏も、元気
いっぱい楽しみます！

4 月 19 日西区役所にて〔平成 31 年度第 1 回西区スポーツ推進委員
連絡協議会〕がありました。
この席で中小田井学区の長友留美さんが〔東海四県スポーツ推進委
員功労者表彰〕を受けられました。おめでとうございます。
今後もご活躍をお願いいたします。
西区では各学区 3 名、全 19 学区で 57 名のスポーツ推進委員が活
動しております。

6 月 30 日（日）第 4 回中小田井学区綱引き大会
中小田井小学校体育館
7 月 20 日（土）早朝ラジオ体操＆盆踊り連勝会
中小田井小学校校庭 6:30～

5 月 18 日（土）中小田井小学校の
運動会がありました。
好天に恵まれて楽しく競技しました。

募
行事予定
7 月 15 日（祝月）
第 61 回市民スポーツ祭区対抗の部グランドゴルフ（第 26 回
名古屋市グランドゴルフ大会)、パロマ瑞穂北陸上競技場
8 月 17 日（土）第 61 回市民スポーツ祭(グランドゴルフ以外)区対
抗の部総合開会式、稲枝スポーツセンター
8 月 17 日（土）～25 日(日)第 61 回市民スポーツ祭各種競技、各会
場関係各位ご出場並びに応援おねがいします。

7 月 28 日（日） バスツアー 犬山モンキーパークへ。
★参加費 4000 円～
★参加希望の方は、各町内子ども会担当者まで
お問い合わせください！ 7/10 締め切り
たくさんの夏の行事ぜひご参加ください！
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長 生会（老人会）より

長生会連合会

「４月２９日（土） 「第四十六回長生会連合会

総会開催

総会」が五所社公民館にて開催されました。

会場一杯の１２７名が参加、今回の司会は四丁目の牧野賢三さん。最初に昨年度会員で
亡くなられた、１１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３０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３１年度（令和元年）がスタートしました。
第二部は、昨年に続きらくらく健康体操、横川珠姫先
生のみんなと楽しくやれる脳トレに役立つ健康体操に
ついて学びました。
第三部は、昼食後、長生会のカラオ発表で２名の追加も
あり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。

民 生・児童委員協議会より

保 健環境委員より

☆「民生・児童委員の日」活動強化習慣
実施期間：５月１２日（日）～５月１８日（土）
中小田井学区は５月１９日（日）に一斉取り組み日とし

５月２０日（月）９時～１１時まで中小田井コミュニケー

学区グラウンド大会にも～やっこ・安心バトンと共に

ンセンターにて今年も「ゴキブリ駆除講習会」を催し、総勢

ＰＲカードを配布しました。

４５名でホウ酸ダンゴを作りました。

学区一斉クリーンキャンペーン

☆ 第２４回西区民生・児童委員大会

６月１日晴天の下もと９時からお昼

５月２４日（金）、西文化小劇場にて本大会が開催されました。
式典の中で支部長表彰があり個人の部で青少年育成活動として小学校低学年

近くまで参加者１７０名の皆さんで

下校時に見守り活動してくださっている畔上春治さんが受賞されました。

中小田井学区の清掃活動が行われま

その後、令和元年度活動スローガン『笑顔が広がるまちづく
り

西区みんなで「も～やっこ」』を皆で提案し、
【障害者差

した。
暑い中ご協力ありがとうございました。

別解消法と名古屋市障害者差別相談センターについて】の
講演をセンター長の吉川琢夫氏から聞き閉会になりました。

女 性会より
☆ＡＥＤ救命講習会
５月２７日（月）、今年も民生・児童委員は、名古屋
6 月 9 日（日）環境バザーを山田支所で開催しました。

市応急手当研修センター２名の講師を招きコミセンにて

会員様より協力していただいたたくさんの品が出そ

自治会役員２名と保健環境委員２名を含む１９名で心肺

ろい、雨にもかかわらず大勢の人が着ていただきま

蘇生法と人工呼吸・ＡＥＤによる電気ショックを組み合わ

した。各学区の売り上げの一部を社会福祉に寄付し

せての実技指導を受講しました。

ました。

6 月 2 日（日）
子どもふれあい活動約 50 名の親子が
5 月 30 日(木）

参加、朴葉寿しは知らない親子も多く、

港区グリーンサイクル・

大きな朴葉の葉に寿しご飯を乗せ、しょうが、シイタケ等の具のせを、葉を半分に折り

伏見サイクルプラザに

重しを置いてしばらく待ちます。その間に根付つくりをいろんな色の木で出来た、丸い

18 名で出かけました。

ビーズを組みとてもかわいいのができました。

クリーンサイクルは、

朴葉寿しの試食では、朴の葉のにおいがしてとてもおいしく出来好評でした。

家電リサイクル対商品の

月曜のふれあい給食にもメニューに加えました。

処理施設です。
冷蔵庫・テレビ・クーラー等を手作業で解体を
けんがく、徹底したリサイクルによる資源を循

6 月 15 日(土）カローリング大会

環させ、循環への取り組みを勉強に、ライフ

中小田井小学校でカローリング大会を実

プラザでは、スクリーンを使って環境につい

施し会員相互のコミュニケーションがで

てクイズ等を体験しました。

きとても楽しくゲームができました。
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