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8 月 31 日（木）第 69 回名古屋市民生・児童委員大会が名古屋国際会議場 

センチュリーホールで開催されました。 

本大会は、民生委員制度創設 100 周年 

児童委員制度創設 70 周年の節目でも

あります。制度創設以来築き上げられてきた伝統

を受け継ぐとともに、さらなる地域福祉の推進の

ため、これからの民生・児童委員活動の一層の充

実・強化を目的として開催されました。 

民生・児童委員がこれまで果たしてきた大きな役 

割として、地域住民の身近な相談相手・見守り役となり、行政などの関

係機関への橋渡しを行ってきたこと、地域にある見えづらい課題を明ら

かにし、提言や解決に取り組んできたことが挙げられるかと思います。 

９月１８日(月)コミセンで、子供会の協力を
得て子供とのふれあい活動を行いました。   

  

台風が心配でしたが、当日は晴天親

子合わせ 71 名の参加。 

巻き寿司とあげ寿司を作りました。 

半分の海苔に、具材(蟹蒲,胡瓜,干瓢,

沢庵)をのせ巻いていきます。 

初めて体験する子がほとんどでし

たが、上手に巻き上がりました。 

あげ寿司も 2 個作りお皿に盛りみ

んなで戴きました。 

 

 

今回は、親子での参加が

多く一緒に料理が出来と

ても楽しかったと、おいし

かった。又参加したいとの

声をもらいました。  

 

9 月 20 日(水)西生涯学習センターで料理教室 

10 月 8 日(日)区民祭り民踊、模擬店で参加 

10 月 23 日(月)健康体操 コミセンにて 

10 月 30 日(月）西区カローリング大会 

11 月 11・12 日 ヤマダ地区会館まつりで、みたらし、五平餅 

の模擬店手伝い。午後から演芸で出演します

是非見に来てください。 

 

 

8月 納涼盆踊りの様子 

 

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 

 
 

  

生・児童委員協議会より 

 
民 性会より 女 

治会からのお知らせ（10月～12月） 

 

自治会一大行事である ”心のふれあい納涼盆踊り”も皆様のご協力により無事に終了することができました。 来年も郡上お囃子隊決定 

しました。 気候も朝晩は過ごし易くなりましたが体調には十分に留意されてお過ごしください。今後の主な行事を下記にお知らせします。  

学区の皆さんに多数参加していただきたいと思います。 
 

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 親子大運動会 11 /  4(土) 

子ども見守り活動 (登校日) 毎月 5の付く日 
一人暮らしの高齢者対象に 
「講習会」と「紅葉狩り」 

11 /  6(月) 

町内別「 秋祭り 」 
9/24(日)・10/1(日) 
・10/29(日) 

グラウンドゴルフ大会 11 / 12(日) 

西区民おまつり広場 10 /8(日) ネズミ駆除講習会 11 / 13(月) 

高齢者ふれあい給食 10/16(月)・12/4(月) 一斉防犯パトロール 12 /  1(金) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

自 

【誰もが笑顔で 安全に 安心して暮らせる社会づくり】 

人と人との繋がりが徐々に希薄化している中、地域に密着した活動を行

っている私たち民生・児童委員の活動に対する期待は年々高まっておりま

す。住民の方の期待に応えることができるよう私達も頑張りますので宜し

くお願い致します。 

尚、大会後の講演会に講師として元ＮＨＫ、現在フリーキャスターとし

て活躍されている堀尾正明氏の記念講演がありました。 

演題 『あなたが主役でまちが輝く ～地域の底力のヒミツ～』 

 
 

8 月に委嘱された 二丁目南部担当   和田 輝美さん 

前任者同様よろしくお願いします。 
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8月４日（金）長生会の慰霊祭が善光寺別

院、願王寺本堂で開催されました。 

前田会長の挨拶に続き住職ほか僧侶の読

経で厳かに執り行われました。 

昨年度は 9 名の会員が亡くなられ参加者

全員（86名）が故人を偲び焼香をしました。 

長生会連合会は昭和 47年度に発会し 45年になります。亡くなられた方の

お名前を記した掛け軸も５幅目で 510名となりました。 

11 時より会場を明光閣に移し血圧測定の後、西保健所の寺西保健師より

『熱中症に気をつけよう』の健康講座がありました。8 月 1 日は 1 日で熱中

症にて救急車で搬送された人は愛知県内で 66名あり 2名がなくなっています。 

『認知症予防』では①人に頼らない生活を送ろう②人づきあいを活発にし

よう③新しいことに挑戦してみようと皆さんが戴いたパンフレットを見て

講座を受けました。その後昼食、お寿司やお茶・お菓子を戴き、なごやかな

ひと時を明光閣で過ごしました。 

生会連合会慰霊祭・健康講座 

ども会より 

 

 

地域の皆様のご協力を得て上半期の行事も順調に進み、いよいよ運動

会の季節となりました！今年で第 37 回目となり、親子運動会というこ

とで、お父さんお母さん、おじいちゃん、おばあちゃんもおもいっきり

体を動かし楽しんでいただけるよう企画・準備しています！お楽しみに

～。 

★第３７回中小田井学区親子大運動会★ 

平成 29 年 11 月 4 日（土） 

開会式 8：30～ 

中小田井小学校 校庭にて ぜひご家族でご参加くださ～い！！ 

 

★名古屋まつり神輿行列参加！★ 

今年は、名古屋まつりの子ども会みこし行列に参加します。 

参加者募集中！！ 

詳しくは各子ども会担当者まで。（名古屋まつり 10 月 22 日） 

 
【子ども会下半期行事予定】 

10 月 21 日（土） 西区綱引き大会   枇杷島ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

10 月 22 日（日） 名古屋まつり神輿行列 中区 

11 月 4 日（土） 

予備日 5 日（日） 

学区親子大運動会 中小田井小学校 

12 月 2 日（土） 

予備日 3 日（日） 

ドッチボール大会 中小田井小学校 

12 月 17 日（日） 凧作り 講習会 中小田井ｺﾐｾﾝ 

1 月 7 日（日） 

※雨天中止 

凧あげ大会 庄内緑地公園 

1 月 24 日（火） 地蔵まつり 善光寺別院 

 

子 

長 

   健環境委員より  

 

ごみの分別と出し方についてのお願い 

 

特にペットボトルのフタについて 
ご確認ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

その他、間違いの多い項目です。ご確認をお願いします。 

◎ドレッシング・インスタントコーヒー等のプラスチック製のフ

タについて、はずして「プラスチック製容器包装」として分

別する。× フタが付いたままの状態が散見されます。 

◎空き缶はさっと中をゆすいで、青の指定ぶくろに入れて出す。

×ふくろに入っていないものが散見されます。 

◎ガラスコップ・陶器などの製品は、不燃ごみです。 

×空きびんとして出されているのが散見されます。 

◎スプレー缶・カセット式ガスボンベについて、中身を完全に使

い切って、青色の「資源袋」か「透明又は中身の見える半透

明のふくろ」に入れて可燃ごみの収集日に出す。 

×空き缶として出されているのが散見されます。 

◎刃物・針・割れたガラスなどは、紙などに包んで「キケン」と

書く。 

◎ペットボトルはペットボトルのみ、缶は缶のみで分別する。 

×ペットボトルと缶が同じふくろに混ざった状態が散見さ

れます。 

保 

◆心のふれあい広場 2017 
 

納涼盆踊りに参加して 
 

例年に比し、今年の納涼盆踊りは企画が良かった。！！ 

  （実施日 8 月 5 日土～6 日日） 

会場の東側に長生会や一般の来場者が気楽に会場の行事

に溶け込み、“ふれあいの場”【テント４張り・椅子・机等】

を設けて戴き、二日目の午後 7時から 8時ごろには満席に

なり、にこやかな歓談な姿がいっぱいであった。会場の設

置やあとかたづけには大変な苦労を掛けたが「ふれあいの

場」として今までにない大きな効果があった。なお長生会 

の役員には来場者への、お茶

のサービスや最後の抽選結果

の「残念賞」の手渡し、お手

伝い等、参画意識が培われ、

例年に増して有意義な納涼盆

踊りとなりました。  

 ごみの分別の中でも特に今年、環境局より言われているのがペ

ットボトルのフタについてです。勘違いされている方も多いよ
うですので、今一度正しい出し方をご確認ください。 

・ ペットボトルのフタは、はずし「プラスチック製容器包

装」として分別する。 

× フタが付いたままの状態が散見されます。 

ス ポーツ推進委員 

第５９回中部電力市民スポーツ祭が８月１９、２０、２７日に

区対抗で行われました。中小田井学区は男女ソフトボールを守山仮 

設ソフトボール場へ応援に行きました。 

男子が午前中天白区と、女子が午後熱

田区と試合をし惜しくも負けました。選

手の皆さんお疲れさまでした。 

 

９月９日に日本ガイシホール

で行われたワールドグランドチ

ャンピオンズカップ、アメリカ

対日本の試合のキッズエスコー

トに N.J.V.Cの子ども達が参加 

しました。子ども達にとっては

大変良い思い出となったことで

しょう。 


