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新年のご挨拶

【昨年の成人式の様子】

明けましておめでとうございます。
皆様には清々しい新年を迎えられましたこと心よりお慶び申し上げます。旧年中は自治会活動
に深いご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございました。
令和３年度は後 3ｹ月を残し、幸いにも当学区で新型コロナの拡大も大きな災害もなく静かに、
新しい年を皆様とご一緒に迎えることが出来ましたこと 深く感謝申し上げます。
また

昨年年末の消防団による「夜間放水訓練」は中小田井公園で実施、現実に発生した場合

を想定した手順を確認しながらの緊張した訓練でした。 またこの訓練に各町内会長も参列し消
防団の緊張したホース接続・放水訓練模様を見て頼もしく感謝しました 本年度後半の自治会事
業にも積極的に皆様のご参加ご協力をお願い致します。
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
成人式

★ 令和 3 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 9 日(日)

防火祈願祭 予定

1 月 16 日(日)

成人式 山田地区会館

1 月 10 日(月･祝)

家族ジョギング大会

3 月 6 日(日)

生・児童委員より

ポーツ推進委員より

『明けましておめでとうございます』
昨年は、コロナウイルス感染の拡大に伴って
無理のない範囲でひとり暮らし高齢者・のみ世帯
の見守り・子どもの見守り活動などを行っていま
した。しかし民生・児童委員だけでは、行き届か
ない所がありますので地域の皆様の情報を頂けると幸いです。
今年も御協力をよろしくお願い致します。
尚、昨年１名の退任者があり新しく１名着任されました。

昨年
★１１月１５日（月） 「フレイル予防教室」”を西区北部いき
いき支援センターから講師（２名）を招き開
催しました。高齢者３０名 自治会関係２名
民生・児童委員１６名が参加しました。
フレイルとは健康と要介護の中間の状態を言
い、
「運動」 「栄養」 「社会参加」をする事
によって予防への第一歩になります。
皆さん、熱心に耳を傾けていらっしゃいました。又 椅子に座った
ままで全身を動かし足腰の弱い者には、とても良い運動を教えて頂
き、リフレッシュできた時間でした。
★１１月末日 近藤 和雄会長が定年を迎えられ、ご卒業されるこ
とになりました。
２５年間ご苦労様でした！
★１２月 新任者着任
あし原担当 今井 佳子
お知らせ
１２月より民生・児童委員会長が代りました

新会長

田中 政夫

新任者共々よろしくお願いいたします。
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コロナ禍も少し落ち着きましたがまだ予断を許しませ
ん。そんな中ですが 2 年中止に
なっていました、〔第 36 回西区
ウォーキング．ジョギング大会〕
が 3 月 6 日(日)庄内緑地公園で
開催されます。
西区内小中学校や公共施設等にポスターや開催募集要
項や申込書があります。広報なごや 12 月、1 月号に参加
募集記事掲載予定です。名古屋市公式ホームページに開
催要項があります。申し込み先、日時は開催要項に記し
てありますが、それ以外に 1 月 9 日(日)午前 10 時から
12 時まで中小田井コミセンでスポーツ推進委員が待機
し受け付けます。参加料 300 円定員 1000 名です、ご参
加ください。
〔マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知 2022〕が
3 月 11 日より 13 日まで開催されます。
その一部〔名古屋シティマラソン 2022〕は一般向け
大会で、ハーフマラソン、
10km チャレンジランの
3 種目あります。
西区スポーツ推進委員も
3 月 12 日ナゴヤドームでの
〔チャレンジラン〕に運営
従事します。
チャレンジランはドーム
内一周 1km コースを周回
するもので、親子、ファ
ミリー参加等あります。
興味のある方はホーム
ページご参照ください
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(実施している公園と周辺地区)
2 丁目
3 丁目
4 丁目
丁目 /
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令和 3 年度 老人クラブ「社会奉仕の日」

名古屋市老人クラブ主催「社会奉仕の日」が例年と同じ
く 9 月に開催されました。中小田井学区の各老人会では各
町内にある公園並びにその周辺の道路の清掃活動を実施
致しました。公園の清掃(草刈り、ゴミの回収、遊具の点
検等)は西土木事務所
から委託を受けて毎月
1～2 回日にちを決めて
実施しております。
二之城公園並びに周辺道路
高田 公園
〃
西
公園
〃
大木曽公園
〃
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菊水長生会

二之城公園
高田 公園
西
公園
大木曽公園

愛護会
愛護会
愛護会
愛護会

性会より

健環境委員より
１．11 月 2 日(日)
名古屋市保健環境委員大会
名古屋国際会議場センチュリーホールにて、各
学区の保健環境委員が参加して開催されまし
た。コロナ禍のため各学区代表 3 名の参加とな
り、中小田井学区からは会長の堀田さん、副会
長の長江さん、会計の
小溝さんが出席しました。
保健環境委員活動に永年
貢献された方々の表彰
などが行われました。
２．11 月 22 日(日)
令和 3 年度ネズミ防除講習会
場所:中小田井コミュニティセンター
参加者数:11 名
コロナ禍のため今年も人数を減らして、開催
されました。中村保健セン
ターの 2 名の講師から、
ネズミの生態や習性などに
ついて説明があった後、実
際に毒エサ作りを行いました。ネズミの駆除は
大変ですが、工夫と
根気で病原菌の媒介を
防ぎ、家や家具.機器の
被害をなくすよう
心掛けましょう。

この他、二丁目にある中小田井公園では、中小田井
公園愛護会がグラウンドゴルフ愛好会の会員により
数十年前に結成され、月 2 回ゴミの回収、春と秋に
は公園周辺の草刈りを実施しております。
昨年からのコロナウイルスの感染拡大を受けて、外出を自粛する
家族が子供達の遊び場所として公園を利用される機会が増えてき
ております。その為かゴミの量も若干増加傾向にあります。タバコ
の吸い殻、お菓子の袋、空き缶、ペットボトルの空き容器、その他
いろいろの物が放置されております。
私達老人会の会員も、子供達が元気に気持ち良く遊べるようにと
各種の美化活動に取り組んでおります。掃除は言うに及ばず公園内
の空いている場所に西土木事務所から頂いた花の種を蒔いたり、苗
を植えたりして多くの人の目を和ませる様務めております。

10 月 12 日（水）
コロナ禍、なかなか行事が出きなかったですが、
清州のあいち朝日古墳へ健康ウォークに出かけま
した。黄金色に色づいた稲や、お花をみながら
さわやかな汗を下記現地へ。園内には穴倉式住居の展示、発掘されたた
くさんの土器が所狭しと展示されていました。
11 月 19 日（金）
西区の女性会の研究協議大会が区役所で開催、中小田井学区も、コロ
ナ禍での生活様式がどのように変わったかのアンケート
実施を報告、古墳健康ウォーク等を発表しました。

12 月 10 日（金）
西区の女性会は各学区からの寄付金と、手作りの肩たたき棒を西区社
会福祉協議会に寄付しました。
12 月 24 日（金）
コミセンで「お花と遊ぼう」盛り花を思い思いに生けて、楽しい時間
を過ごしました。

2 月には山田学区女性会で
グランドゴルフを予定しています。

ども会より
2021 年は新生活スタイルにとも
ない企画を考えてきました,運動
会はまだやれず、第 2 回ウォーク
ラリー大会を開催しました。あいにくの雨で、規模を縮
小し、中小田井コミニティーセンター内でゲームをした
りしました。
コロナ禍の中でも、たくさんの親子に参加いただき、ま
た、
たくさんの企業さま、
多くの方々に支援
いただきまして、
ありがとうございま
した！

12 月には、初めての企画として
『己の書』を描いてみよう！やり
ました。初めての筆ペンで、お題に
チャレンジしました。たくさんの方に参加いただき、楽しかったと
いわれ、嬉しく思います。第二弾やります！
新春凧上げ大会に向けて
凧づくり講習会を 12 月 19 日にやりました。
和凧をつくるのは、なかなかできないことで、
中小田井子ども会としては、こちらは受け
継いでいきたい行事です。
親子や、また祖父母と一緒にご参加ください！
1 月 9 日に凧上げ大会にやります！！！
是非ご参加
2022 年は、いろいろなことに
とら イし、楽しい企画を考えていきます。 ください♪
明るく、良い一年になりますように
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