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●特集
地域福祉推進協議会主催（生協会館３階）

見付ふれあい食事会

千種区クリーンキャンペーン

5月31日(月)午前

6月5日(土)午前

65歳以上の独り暮らしのお年寄りの方々

手づくり学区報

いったい、どうなってるの？

環境デーなごや2010

名古屋市の環境デーの一環として、今

など31人と来賓7人を招き、ボランティア12人と民生委員

年もクリーンキャンペーンを行いました。今回は四谷

たちが心をこめた手料理でおもてなし。食事前には有志グ

通だけでなく、鏡池通の一部と本山駅周辺まで範囲を

ループによるオカリナ演奏を楽しんでいただきました。

広げ、総勢100名以上で街をきれいにしました。

創刊号

見付学区の自治組織
自治会以外にもある地域の自治組織。
どこまでご存知でしたか？
創刊号では、コミュニティの「いろは」
から、なぞ解きをしていきます！

みんなで分担したから
広いエリアがきれいに
なったわ！

まずは「知る」ことから始めましょう！
どんどん身近に生まれ変わる学区の自治・福祉活動
私たちの見付学区は比較的新しい学区のため、いわ

が周囲とのつながりをあまり持たないまま、個人中心

見附消防団主催（見付コミセン）

自主防災訓練―救命法講習会
6月26日(土)午前

民主的で透明な地域自治には
開かれた運営と情報開示が最重要

ゆる地縁によるコミュニティというより、多くの世帯

当日の
プログラム

事故や災害で倒れた人

を救うには、短時間に正しい救命法を実
行しなければなりません。今回の防災訓

に暮らす地域性があります。自治会の組長や役員の輪

誰もが自発的に気軽に参加できる透明性の高い地域

番がまわってきたら、とりあえず最小限のお手伝いだ

自治にとって、情報をしっかり開示し、広報していく

けはするつもりだが、何をすればよいのか実はよく知

ことは何よりも大切です。見付学区連絡協議会は、見

らない・・・・というのが実状でしょう。

付学区地域福祉推進協議会と力を合わせ、地域自治や
福祉についての情報、学区が共有する資金の取り扱い、

地域のことを住民が決め
主体的に参加できるコミュニティへ

練では、千種消防署の指導で救命法を実
習しました。救命時の心得と手順、心臓

地域活動や催事などについて、しっかりお知らせする
とともに、積極的な情報開示を進めてまいります。

マッサージ法、除細動器(AED)の使い方な
どを参加者全員が体験学習しました。

心臓マッサージ

除細動器

しかし、人が集まって暮らしていく以上、何の関係

あら、こんにちは。
お散歩ですか？

をもたずに生きていくことは不可能ですね。災害の時、

まあまあ！
すっかり大きくなって！

高齢者の見まもり、子育て支援など、困ったときに地

●見附学区 敬老会

納涼

みつけ

9月12日(日) 午前10時〜11時

まつり

生協生活文化会館４階（本山）
長寿をお祝いして子ども達が奏でる
音楽の贈りものをお楽しみください。

8月28日(土) 午後3時〜6時30分
見付小学校校庭（雨天時は体育館にて）

ではどうすれば良いのだろうか？そこで私たちは気

10月3日(日) 平和公園メタセコイア広場

見付学区の皆さま、はじめまして

うちわ

家族そろって、お隣さんにも声かけて、町中で盛り上がりましょう！

●千種区親子グランドゴルフ大会
11月7日(日) 詳細は追ってご案内します

集
やっと創刊号がお届けできました！編集者はみなボランティアですので、無理なく欲張らず、できることからやって
いきたいと思っています。どうか地域の皆さまのご協力をお願いいたします。また内容についてのご意見、ご感想を
編集室

持てるテーマでもありませんよね。

●千種区民まつり

今年はビールも冷えてます！色とりどりの浴衣に団扇、下駄はいて。

ぜひぜひお寄せください！

どうも
どうも

的にどう関わればよいのか、日頃からそれほど関心が

づきました。まずは「よく知ってもらう」べきだと！

夏といえば「盆おどり」。屋台ありゲームあり、福祉バザーあり。
ゆかた

域でささえ合う意識やしくみが必要です。でも、具体

TEL/FAX： 782-6863 （黒岩）
[4]

e-mail：

Hourensou@lincom.co.jp

安全・安心な見付学区を目指して！

地域でささえ合う実感の福祉づくりを！

子供からお年寄りまで安全で安心して暮らせる街づく

真に地域でささえ合う福祉を実現していくため、利用

りを目指して、区政委員会と連絡協議会は日々の活動を

者の立場に立って多くの方々のご意見をお聞きすること

すすめております。今後とも皆様のご協力を宜しくお願

を大切に、開かれた運営をめざしてまいります。

い申し上げます。

どうか皆さまのご協力をお願い申し上げます。

見付学区連絡協議会会長
見付学区区政協力委員会委員長

見付学区地域福祉推進協議会会長
見付民生委員児童委員協議会会長

山田 邦博
[1]

金谷 惠子
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いったい、どうなっているの？ 見付学区の自治組織

［特集］
見付学区は、見付小学校から東に向け、名大キャンパス

な暮らしを守る自治活動を行っています。現在約3000

保健、福祉などの機能が期待されます。各機能分野ごと

協議会、見付学区地域福祉推進協議会に所属しており、

を含んで西は東山動植物園に接するエリアに広がってい

世帯が自治会・町内会の会員となり、学区の組織を支え

に実にたくさんの委員が選任され、各種の組織・団体が

定期的な話し合いや民主的な役割分担を通じて相互に連

ます。学区内には12の自治会・町内会があり、安全安心

ています。下図のように、学区コミュニティには防災や

設立されています。そのうちの主な組織は見付学区連絡

携しあい、地域に役立つ事業を展開しています。

見付学区コミュニティの基本となる自治会・町内会
自治会役員・組長

自治会・町内会の運営

至覚王山

末盛通４
末盛通４・５丁目自治会
本山

松竹町自治会

見付コミュニティセンター運営委員会

自主防災会

防火・防災・防犯

自治会単位で自主防災会を組織し
ていることが多いのですが、実質
的にはまだ十分機能していません。

見附第一
町内会

見附町２
池園町１

四谷ＩＣ

鏡池通４

見附コミセン

東山元町１

社会福祉

東山元町３

東山元町４

仁座町

高峯町

東山元町
第三自治会

学区界（おおよそです）
至八事日赤病院北

至西山本通

どんぐり保育園

●千種区西部地域包括支援センター

●千種区社会福祉協議会

●千種児童館

●千種区障害者地域生活支援センター
●聖マリア幼稚園

●千種図書館

●千種消防署

東山元町６
萩岡町

生涯学習、文化の同好会、グランドゴ
ルフ・ソフトボールなどを通じた交流
の場づくりなどの活動分野です。人が
つながって顔見知りが増えれば、地域
に笑顔と活気があふれます。

東山元町四自治会

●どんぐり保育園

●千種生涯学習センター

●千種スポーツセンター

東山公園
テニスセンター

など
至八事日赤病院北
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至焼山

見付学区
民生委員児童委員協議会

とんぼ第２学童保育所

厚生労働大臣が委嘱

見付学区子ども会育成連絡協議会
母親代表

見付小学校ＰＴＡ
トワイライトスクール

４つの
見付小学校
子ども会
父母・教師

城山中学校地区青少年育成会議

文化・スポーツ・交流

東山元町５
●千種警察署

グループ花の輪

協力

ボーイスカウト

地域の生活・福祉をサポートする公共的な組織・団体・施設
●千種保健所

少子化時代のいま、児童・青少年の健
全な育成を図るため、ＰＴＡや子ども
会、学童保育所などのほか、子どもを
軸にした親たちのネットワークづくり
も行われています。

ふれあいの会

ボランティア

青少年育成
八雲町

●地域子育て支援センター

民生委員・児童委員
主任児童委員

見付小PTAクラブ

おやじの会

体育指導員連絡協議会

老人クラブ連合会

体育指導員

見附OBソフトボールクラブ

２つの老人クラブ
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女性会

連携

議 会

福祉推進協メンバーと民生委員児童委
員・主任児童委員が中心となり、ボラ
ンティアさんの協力を得て、ひとり暮
らし高齢者を地域で見まもる運動、見
付ふれあい食事会、子育てサロン、生
活支援などの福祉活動を行っています。

宮東町

●千種区役所

日赤奉仕団

協

名 古 屋 大 学

保健委員

絡

東山元町２

東山元町
第二自治会

不老町

見付学区保健委員会

名古屋市長が委嘱

園山町２

東山元町
第一自治会

町を美しくする運動見付学区推進協議会

連

園山町３

市が委嘱した保健委員を中心に、正し
いゴミ出しや資源の収集ステーション
管理のほか、クリーンな町づくりや環
境保全活動などを行います。

区

園山町１

地域交通安全推進委員会

保健・衛生

唐山町２

唐山東南部
自治会

聖マリア幼稚園

防犯交通安全協力会

見付消防団員
防犯委員
交通安全委員

見付学区地域福祉推進協議会

幸川町３

防災安心まちづくり委員会

学

南四谷町会
幸川町２

唐山町１

唐山南
町内会

池園町２

見付消防団

付

鏡池通３

至星ヶ丘

東山動植物園

幸川町１

東山公園

朝岡町３

池園町内会

見附町３

地域に深刻な被害をもたらす火災や犯
罪を予防し、地震などの災害の際に地
域が協力して助け合うしくみが必要で
す。防犯パトロールや防犯灯管理、交
通安全も大切な活動です。

見

至田代本通

見付
小学校

見付学区区政協力委員会

東山通１
見附町１

見附南
町内会

名古屋市長が委嘱（慣例では自治会長を推薦）

市が委嘱した「区政協力委員」が、行
政からの連絡を地域に伝え、生活者の
要望や声を役所に届けています。

松竹町２

城山
中学校

区政協力委員（兼 災害対策委員）

市・区との連携

自治会費を納入した世帯が会員となり、
役員、組長、地区担当の各委員などが
協力して運営する最も身近な組織です。

至猫ヶ洞

末盛通５

松竹町１

コミュニティに期待される機能 役割を担う委員と組織・団体

