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新年のご挨拶

新年 明けましておめでとうございます。 昨年はコロナ禍の中、不安な日々を過ごされ

たと思います。時は無情にも進み後戻りができません。ここに新年を迎えられたことを

心より慶び感謝し、本年も一層健康に留意してコロナ禍を皆様と共に乗り切って行ける

ことをお願い申し上げます。また自治会活動にも深いご理解とご協力を頂きながら、こ

のまま大きな災いもなく、自治会事業にも積極的に皆様のご参加ご協力をよろしくお願

い致します。

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 秀雄

【昨年の成人式模様】

今年は密にならなくマスク着用

★ 令和２年度後半事業計画

事 業 名 実施日 事 業 名 実施日

新春親子凧揚げ大会 1 月 10 日(日) 防火祈願祭 中止 1 月 17 日(日)

成人式 山田中学校 1 月 11 日(月･祝) 地蔵まつり 1 月 24 日(日)

左義長 五所社境内 1 月 11 日(月･祝)午後 国府宮お礼餅つき 2 月 20 日(土)

★ 感染はどうして起こるのか
感染者のウイルスが増殖する部位の肺胞などからウイルス濃度の高い飛沫が大量に出るため

感染者か否かは検査しないと判別できない。（自覚症状が無くても感染者）

自覚症状が無い感染者はどうすれば分かるか、いつか自覚症状がでる。嗅覚障害・味覚障害・発熱（体内の免疫機能）

チコちゃんに叱られる  ボーッと生きてんじゃねーよ！

来春の「西区ジョギング、ウォーキング大会」はコロナ対策

のため中止となりましたが、代わりに令和 3年 3月 7日

午前 10 時～11時庄内緑地公園で、下記を開催します。

①ノルディックウォーキング教室
ポールを使ったウォーキングの体験教室です。

（ポールは主催者が準備します。）

②子供かけっこ教室
速く走ったり長い距離を走るこつを教えます。

対象、定員

①西区在住、在勤、在学の小学 4 年生以上の方 30 名

②西区在住の小学 1～3 年生 20 名

申し込み
令和 3 年 1 月 12 日（火）～2月 19 日（金）

電話.ＦＡＸ.電子メール.電子申請サービスにて応募。

ＦＡＸ.電子メールの場合は、希望する教室名（①か②

のいずれか）と住所.氏名.年齢（②は学校名と学年）.

電話番号をご記入ください。

抽選結果は 2 月 24 日（水）以降にお知らせします。

問い合わせ
西区役所地域力推進室 ＴＥＬ523-4526 ＦＡＸ522-5069

Ｅーmail  a5234523@nisi.sity.nagoya.ig.jp

主催
西区役所、西区安心・安全で快適なまちづくり協議会

謹 賀 新 年
今年は良い年になりますように！！

本年もひとり暮らし高齢者・のみ世帯の見守り・赤ちゃん訪問

（第１子）・子どもの見守り活動等を、感染防止対策を徹底し

た上で無理のない範囲で行っていきたいと思います。

皆様方のご協力をよろしくお願い致します。

尚、昨年３名の退任者があり、新しく３名着任されました。

昨年

１１月 第６７回愛知県社会福祉大会

(縮小開催)で当学区３名

感謝状を頂きました。

ふれあい給食（10 月・12 月）は、

配食方式(お持ち帰り)で行いました。

１１月３０日退任者       長い間ご苦労様でした

一丁目    加藤國雄         

三丁目    澤田千束         

主任児童委員 梅木智香  

１２月１日付 新任者着任

一丁目     濱本克己

  三丁目     落合美和

主任児童委員 植野由紀

前任者同様よろしくお願いします。

謹賀新年

生・児童委員協議会より民

是非ご参加

ください♪

ポーツ推進委員よりス
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地  区 公 園 名       清 掃 管 理 者

2丁目 ニ之条公園 ニ之条公園愛護会/竹ノ長生会＋自治会有志

〃 勘堀公園 2丁目子供会

〃 中小田井公園 グラウンドゴルフ愛好会/各長生会

3丁目 高田公園 高田公園愛護会/新生クラブ

4丁目 中小田井西公園用地 グラウンドゴルフ愛好会/各長生会

5丁目 大木曽公園 大木曽公園愛護会/菊水長生会

あし原町 あし原公園 自治会有志

こも原町 こも原公園 〃

〃 こも原東公園 現在未使用
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●11 月 20 日(木) 西区研究協議大会

    西区研究協議大会が西区役所講堂で、開催されました。

   コロナ過、会場入り口にて消毒・検温をして入場 各学区ごと   

   に取り組んだ活動を発表その後 区長様よりそれぞれに講評を

   いただきました。

    中小田井学区は SDGs
   （持続可能な開発目標）に

   ついて発表しました。

   SDGs には１７の項目があり,女性会活動を通し気が付かな   

   い内にこの課題をこなしている事を知り、女性会のモットーで

   ある『地域いきいき世話焼きおばさん』安心・安全で快適な

  まちづくりのお手伝いを継続していきたいと、発表しました。

    その後西区長梅田 淳様の『安心な手洗いは名古屋の水道水

   で』の講演を聞きました。

11 月 30 日（月曜日）工場見場 午前 10 時～

新しく完成して 7 月から本格稼働しているごみ処理施設

「名古屋市北名古屋工場」を見学してきました。最新式の

ごみ処理施設で、ごみを燃焼するのではなく、1800 度の

高温で溶かして処理し、有害物質が外へ出ないようになっ

ていました。（燃焼すれば灰ができ、灰を埋め立てる必要

があるが、高温で溶かすので灰ができず、埋立量ゼロだそ

うです）

地球環境を守るため、

普段から私たち一人

ひとりがごみを減ら

すよう、意識して

いきたいですね。

11 月 9 日（月曜日）ネズミ駆除講習会

場 所 中小田井コミュニティセンター

参加者 13 名

コロナ禍において、蜜を避けるために

例年より参加人数を減らしての開催と

なりました。

中村保健センターの職員の方に、ネズミの

習性や駆除方法を教わり、実際に毒エサ

の作り方も実演していただきました。

時間短縮のため、最終工程は参加者が

各自家へ持ち帰り、完成させるスタイル

になりました。

今回の対策でこの地区からネズミ被害を最小にしたいですね。

中小田井学区の公園愛護会活動
中小田井学区には全部で 9 ケ所の公園があります。公園の

維持、管理は名古屋西木事務所の所管であり、各長生会、

スポ－ツ愛護会、自治会が委託を受けて月 1～2 回清掃活動

に取り組んでいます。

2020 年は新生活スタイルにともない企画を

考えてきました。毎年行っていた運動会に

かわり、ウォークラリー大会を行いました!

参加された方からは、「学区内をあるく

機会がなかったから楽しかった」「たまには歩くのもい

      いね」と好評でした。たくさんの方に参加

      いただき、またご支援、ご理解いただきあ

      りがとうございました。

2021 年は、も〜レツ明るく、良い一年になりますように

新生活スタイルでいっぱい企画を考えていきたいです

            まずは、1 月 10 日に親子たこ

            あげ大会があります。

            子供らが手作りした凧が空高

            くあがること、楽しみです！

            今年もーよろしくお願いもー

            しあげまする〜

ども会より

  健環境委員より

性会より

保

●12 月 16 日（水）“特別養護老人ホーム庄内の里”へ

         手作りマスク寄贈

  今年は、新型コロナ感染予防の為、庄内の里での

盆踊りが中止になり、施設の皆さんにお会い出来な

かったので、手作りマスクを施設の皆さんに使って

いただこうと、役員一同で 100 枚作り『庄内の里』へ

お持ちしました。

長

子

女

生会（老人会）より

今年は、コロナウイルスの感染拡大を

受けて、当初はどの家庭も外出を避け、

自宅で過ごされた方が多かったと思い

ますが、小康状態になってきた際には、

子供たちとの遊び場として公園が最適となり、多くの家族で

賑わうようになってきました。多くの人が集まれば、ごみの

放置が増えてくるのは止むを得ません。このゴミ、空き缶、

ペットボトル、煙草の吸殻等の回収、草刈が清掃管理者の主

な仕事となります。

愛護会では、参加して頂く会員の皆さんのその日の健康管理

状態の把握を含めて、より多くの会員の皆さんに加わって頂

くよう勧誘活動をしております。

子供たちの遊び場としての環境づくりに

の皆様の参加をお待ちしております


