
国府宮はだか祭り

54年ぶりの西区での大鏡餅奉納となり、1月

31 日は、大勢の奉賛会員が餅つきに参加、

中小田井学区女性会は、フラダンスと民踊を、

2曲踊り会場を盛り揚げました

大鏡餅奉納当日は、区内の女性会員 130 人が

揃いの衣装で“もーやっこ”を踊り参道に

見えた方々から『凄いね！

さすが名古屋市だね…』

『かわいい踊りだね…』

と言っていただけました。

無事に終える事が出来、

又参加できたことに

感謝、感謝です。
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蕨採り（東白川こもれびの里）

多数のご参加お待ちしております。
（近日中に申込書配布予定）

新年 5社巡り

令和になっての初めての五社めぐり、新しい年が平和に

幸せに暮らせるようにと皆で、成田山、針綱神社、猿田
彦神社、津島神社、お千代保神社、真清田神社国府宮
神社とお参りしました。

車中では、会員同士の情報交換で、にぎやかに楽しい
お参りが出来ました

中小田井ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

ハクモクレン

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。30年度は区政協力委員 30名中 22名が交代され町内会長 7名中４名

が交代しますが、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 20日(日)

夏 : 7月 8日(日)

交通事故一斉大監視日
春 : 4月 9日(月)

夏 : 7月 13日(金)

2018 クリーンキャンペーン

学区自主防災訓練

6月 02日(土)

6月 17日(日)

子ども見守り活動 (登校日) 毎月 5の付く日 綱引き大会 6月 10日 (日)

高齢者ふれあい給食
春 : 4月 16日(月)

夏 : 6月 4日(月)

“心のふれあい広場”

納涼盆踊り大会
8月 4日(土)・5日(日)

29年度 納涼盆踊り大会29年度 自主防災会訓練 29年度自主防災会訓練

西区ジョギング大会

中止

学区グランドゴルフ

新型コロナウイルスによる感染拡大防止の為、

各行事が軒並み中止の措置が取られました。
収束することを祈りつつ来年度も楽しくために
なる行事を企画いたします皆様の参加への

ご協力をお願いいたします。
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に静岡県浜松市、湖西市にて「第 67回東海四県スポーツ

推進委員研究大会」があり、参加しました。日本ホスピス・クラウン協会

理事長の大棟耕介氏の講演や、沼津市.静岡市の各スポーツ推進委員の取り

組みの発表などありました。

予定の研修会は新型コロナウイルス対策のため中止でした。

予定の西区ジョギングウォーキング大会は新型

コロナウイルス対策のため中止でした。

尚、参加申し込み費は返却されることになり、参加申込者

代表者に電話と郵送で連絡済みです。

名古屋ドームでのチャレンジラン（8 日の名古屋

ウイメンズマラソン関連行事）は中止でした。等スポーツ推進委員関連行事

も軒並み中止になりました。

オリンピック聖火リレーが大津通を南から

北へ 18 時半頃から 20時頃通ります。西区スポーツ

推進委員も栄の歩道誘導及び店舗前混雑回避に従事

予定です。

早くコロナが収まり多くのスポーツイベントが出来

る様願っています。

令和 2 年 4 月から粗大ゴミ、プラスチック製容器包装の収集
日が変わります。今一度お住まいの地域の収集日を確認して
ください。

◎粗大ゴミ 第一水曜日
◎プラスチック製容器包装 毎週水曜日
に変わります。
（あし原町、こも原町、中小田井一～5 丁目）

2 月からコロナウイルスの感染拡大が止まりません一人
一人が感染予防に努めていただきたいと思います。（名古屋
市ホームページより抜粋）

1 うがい手洗いマスク着用
2 換気の悪い場所
3 人が密に集まて過ごすような空間
4 不特定多数の人が接触するおそれが高い場所

2～4の様な所へ行かない。

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

日にち 行事

4月 5日 定例理事会

6月 28日 学区つなひき大会

7月 25日 早朝ラジオ体操 &イベント

8月 20日 西区ソフトボール大会

8月 24日 地蔵まつり

9月上旬 女性会ものづくり講習会

10月 18日 親子大運動会

グラウンドゴルフ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。

公園グランド内及び周辺の清掃も毎月 2回曜日を決めて、草刈り清掃を実施しています・

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

4丁目 西公園広場 毎月 1回老人会 前㎇チームで草刈り清掃実施

5丁目 大木曾公園 毎月２回老人会 菊水長生会で草刈り清掃実施

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 グラウンドゴルフの練習会 中小田井公園

毎週木曜日 グラウンドゴルフの練習会 ４丁目公園

毎月第１・３木曜日 カラオケ愛好会 コミセン和室

〃 ２・４水曜日 パソコン 教室 コミセン桜

〃 ２・４火・木曜日 囲碁クラブ コミセン菊

４月１７日 グラウンドゴルフ大会 中小田井公園

４月２９日 長生会連合会総会 五所社公民館

５月２７日 西区老連グラウンドゴルフ大会 庄内緑地

７月１５日 西区老連演芸大会 演芸大会 長島温泉

８月 ４日 長生会連合会慰霊祭健康講座 善光寺別院

新しい会員をお誘いしています。各町内の役員までご連絡お願いします。

※あくまでも予定ですので、

変更する場合あります

令和２年２月１日現在、中小田井学区のひとり暮らし

高齢者は３２３名、７５歳以上ののみ世帯は８７世帯

です。その内９３名の高齢者と８世帯ののみ世帯の見

守りを行っています。

未就園児対象の育児サークル、おたいっこ(第２水曜

日・コミセン）・にしっこひろば“もこもこ” （山田

支所）や赤ちゃん訪問（第 1子）・子ども見守り活

動 （５日・１５日・２５日）等も行っていきます。

何かお気付きの事がありましたらお知らせください。

新年度、気持ち新たに２名の新任者と共に民生・児童委員一同頑張ります

ので 皆様方のご理解とご協力をよろしくお願い致します。

4月 13日 ふれあい給食(中止)

5 月 15日 西区民生・児童委員大会
民生児童委員活動強化週間

5月 18日 ＡＥＤ救命講習会

6月 15日 ふれあい給食
8月 24日 地蔵まつり
8月 27日 名古屋市民生・児童委員大会

9月 14日 ふれあい給食
9月 未定 山田７学区研修会


