
なかおたいだより       発行 No:48 版  発行日 2018 年 4 月 1 日    
  

発行所 

 

住 所 

責任者 

Tel 

Fax 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

中小田井ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

なかおたいだより事務局 

名古屋市西区中小田井 2－418 

山本 秀雄 

(052) 503-4539 

(052) 503-4540 

http://nakaotai.com/ 

 
 

1/2                       

第 39 回名古屋市保健環境委員

大会にて、堀田春雄様が名古屋

市長より表彰されました。 

性会より 

 

 

 健康体操 身体のリフレッシュ 

 

西区女性会芸能祭り西小劇場に

於いて開催。 

中小田井学区は、フラダンス、民踊

りに出演。沢山の拍手をいただきま

した。 

 

山田地区女性会第23回グランドゴルフ大会が庄内緑地公園

で開催され来賓を含め約 90 名の参加があり、楽しく熱戦を

繰りひろげ会員相互の“和”を深めることが出来ました 

  

中小田井学区女性会佐藤文

枝会長が県庁講堂にて永年

功労により明るい選挙愛知

県表彰を頂かれました。 

  

自 

  健環境委員より  

 

 
 

開催日時  ５月２１日（月）ＡＭ10：00～ＡＭ11：00 

開催会場  中小田井コミニュティセンター２F 

 

 

開催日時  ６月２４日（日）ＡＭ9：30～ＡＭ11：30 

開催会場  中小田井小学校 特活室  

   

 

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 

 

治会からのお知らせ（4月～8月） 

 

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 

自主防災会訓練 

女 

29年度 自主防災会訓練  

自主防災会訓練 

29年度自主防災会訓練    

自主防災会訓練 

保 

 
参加ご希望の方は近

くの女性会役員迄。

又会員でないお方は

この機に是非入会く

ださい。 

5月 8日  東白川村へ蕨採り  

5月 18 日 中部電力施設見学を 

予定しています 

ゴキブリ駆除講習会 

中小田井学区献血 

日頃はごみ分別に御協力頂き 

ありがとうございます。 

今年度も保健環境委員の活動への御理解と 

御協力を頂きますよう宜しくお願い致します。 
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3 月 4 日晴天の中、第 32 回 西区ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ･ｳｵｰｷﾝｸﾞ大会が参加人数 1,884

人という多数の参加者で盛大に行われました。 

火消し太鼓の送り出し演奏やお迎え演奏もあ

り、みなさん無事ゴールすることができました。 

抽選会にはＢリーグ 豊通ファイティングイ

ーグルスより 2 人の選手が景品渡し等で場を

盛り上げてくださいました。 

中小田井ジュニアバレーボールクラブ ＨＯＮＥＹＣＯＭＢの子ども達がた

くさん参加してくれました。ご参加頂いた皆様、ありがとうございました。 

 

ポーツ推進委員より ス 

平成 30 年度 西区ウォークイベントについて 
日程：平成 30年 5月 12 日（土）9：00～9：30 受付 

コース：庄内緑地（スタート）→庄内川→蛇池→大乃伎神社→福昌寺→ 
陽岳寺→庄内緑地（ゴール）約 6.2km 
集合：庄内緑地グリーンプラザ前 多数のご参加お待

ちしております。 

ども会より 

 

平成 30年度   

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 

上半期主な行事予定  

日にち 行事 

4月 7日 リーダー会議 定例理事会 

6月 10日 学区つなひき大会 

7月 21日 早朝ラジオ体操 &イベント 

8月 19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 21日 親子大運動会 

  

  

   

 

子 

今年の新春 
凧揚げ大会の 

様子 

※あくまでも予定ですので、 

変更する場合あります 

生・児童委員協議会より 

 
民 

４月より民生・児童委員会長が 

代わります。 

新会長 近藤 和雄さん  

前任者同様よろしくお願いします。 

お知らせ 

★ふれあい給食 
今年度も年６回開催 ‼ 

ひとり暮らし高齢者の人を対象に

女性会ボランティアの方が季節に

あわせたメニューで手作りの温か

い食事を提供しています。 

大変好評で参加者が増えています。案内を 

希望者に配布しますので楽しみにして下さい。 

 

★ＡＥＤ救命講習会 
今年で１０回目となるＡＥＤ救命講習会を５月７日（月）にコミセンにて名古屋応急手当研修 

センター２名の講師を招き３時間コースのＡＥＤ（自動体外式除細動器）による電

気ショックと心肺蘇生法（胸骨圧迫）と人工呼吸を組み合わせての実技指導を民

生・児童委員全員で受講します。 

コミセンに設置されている AED の取り扱いは民生・児童委員におまかせ下さい 

生会より      

 

軽スポーツ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。公園広場の清掃も毎月 2回、

曜日を決めて清掃草取りを行っています。    みんなの公園です、いつもきれいに！ 

なおゲートボールの練習も 4丁目広場と二之条公園で練習をおこなっています。 

二之条公園は月 2回清掃を実施。4丁目広場はコート周辺の整備と清掃をしています。 

軽スポーツで健康維持・増進と、奉仕の精神も忘れていません。 

公園広場はいつも、きれいにしましょう！ 

 

今年度の前半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 行 事 予 定 

毎週 火・金 曜日  グラウンドゴルフ練習会 

〃 月・水・土 〃  ゲートボール練習会 

毎月第１・３木曜日  カラオケ愛好会 コミセン 

 〃 ２・４水曜日  パソコン 教室 コミセン 

 〃 ２・４火・木曜日  囲碁クラブ コミセン 

 

４月１７日 グラウンドゴルフ長生会春季大会 

４月２９日 長生会連合会総会 五所社公民館 

５月２３日 西区老連グラウンドゴルフ大会 

６月１９日 長生会連合会 春季親睦旅行 

７月１１日 西区老連演芸大会 長島温泉 

８月未定日 長生会連合会慰霊祭・健康講座 

新しい会員をお誘いしています。各町内の長生会（老人会）役員までご連絡願います。 

長 
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