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会員大募集！
毎週土曜日午前９時から、見付小運動場で
プレーを楽しんでいます。初心者も楽しめ
ます。お友達同士や親子で、ぜひ一度体験
してみてください！ 駐車場もあります。
連絡先： 馬場 啓至 Tel 781-3455

浅井 隆明 Tel 751-9393

［特集］災害心理を知って、命を守る

災害が起こった「そのとき」、人はどう動くのか？
まずは次の問いに答えてください。
ただし正解ではなく、自分がどう行
動しそうかを正直にお答え下さい。

問１ スーパーにいるとき火災警報
のベルが鳴ったら、あなたはどのよ
うに行動しますか？
A 念のため、すぐ出入口に急ぐ

「何かの間違いでは？」が命とり

「モシモ」ではなく「イツモ」

問１と問２の正解が、いずれも A で

問３の正解も A ですね。それは皆さ

あることはお分かりと思いますが、実

んご存知です。しかし地震は怖い。生

際に予想される行動は B や C の方が多

きている間には来ないでほしい。だか

いはずです。その理由は、人には「正

ら「今日や明日に大地震が来ることは

常性バイアス」と呼ばれる災害心理が

ないと思いたい」のが人情です。

あるからです。

いきおい防災対策は「モシモ」に備

私たちは、自分にとって都合の悪い

える特別なことになりがち。でも、私

B 周囲の様子を見て行動を決める

ことを無視したり、たいしたことはな

たちが住むのはいつ地震が来ても当た

C たぶん誤報なので買い物を続ける

いと考えることで、自分を安心させな

り前の国です。大地震が起きる可能性

がら生活をしています。それは生きる

は「イツモ」あるのです。

ための知恵であり、人間にとってごく
自然な心理なのです。

問２ いまこの瞬間に地震の小さな
揺れが始まったら、どうしますか？

しかし過去のホテル火災や韓国の地

かつて体験したことのない激しい地

下鉄事故など、現実的に危険な目に

震に襲われたら、その場で座り込むこ

遭っているのに「大丈夫、様子を見よ

とぐらいしかできません。そこをめが

う」と考えて逃げなかったため、多く

けて家具が倒れ、テレビが飛んできま

の命が奪われた事件が度々ありました。

す。窓ガラスや食器も砕け散ります。

この本を参考にしました

A すぐ身の安全を守る行動を起こす
B 周囲の様子を見て行動を決める
C 大きな揺れが来るかどうか待つ

問３ 高い確率で発生が予想される
巨大地震はいつ来ると思いますか？

激震の瞬間は何もできない。

緊急地震警報が鳴ったり、揺れが小
さなうちが身を守るチャンスです。

親子のための

「何はともあれすぐ行動」を起こさな

地震イツモノート

ければなりません。もし大地震が来な

地震イツモプロジェクト
出版：ポプラ社

ければ「ラッキー」ではありませんか。
家や仕事場にはどんな危険があるか
を普段からよく考え、あらかじめ身を
守る備えをしておくことが、命を守る

A 今この瞬間に来てもおかしくない

いつ大災害が起きても

重要な対策です。そして、ふだんから

B 今日明日には来ないが、２年〜３年
のうちに来てもおかしくない

家族で生き延びる

家族全員で「命だけは守る練習」をし

C

５年や10年はだいじょうぶだろう
が、その先はいつ来るかもしれない

出版：ワニブックス

D

自分が生きているうちには来ないだ
ろうが、子どもや孫の世代が心配

小川 光一

ておきましょう。知っているだけでは
行動できません。万一のとき、小さな
子ども達も習慣で体が動くよう、何度
も「実地訓練」をしましょう。
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【

みつけホウレンソウ

】

みつけコミュニティ活動アルバム
みつけ子ども会に市長感謝状

見付グラウンドゴルフクラブが大躍進！

「平成２７年度 都市美化功労団体」表彰 3月29日（火）

学区対抗戦で浅井氏が優勝、団体５位

「みつけ子ども会」は、地域の美化運動に顕著な功績のあった

グラウンドゴルフは、専用のクラブでスタートマットからボー

子ども会に贈られる市長感謝状を贈呈されました。同子ども会

ルを打ち、15m〜50mほど先のホールポストに入れるまでの合

は、毎年６月のクリーンキャンペーンに参加して住民と一緒に

計打数が少ない人が勝ちとなるゲーム。じいじ・ばあばと孫た

清掃を行うなど、地域とのつながりを大切にした活動を行って

ちがいっしょに楽しめるファミリースポーツです。見付グラウ

きたことや、独自の清掃活動を通じて環境美化に対する子ども

ンドゴルフクラブは発足からまだ2年。昨年は最下位だった千

たちの意識を高めてきたことが評価されました。

種区学区対抗戦で、今年は団体5位、個人1位と大躍進しました。

晴れの表彰式

トップ５にステップアップした見付チームの皆さん

見付コミセンがコンサートホールに変身
ふれあいの会<花の輪>と共に—
「気軽に楽しむクラシック名曲コンサート」 5月26日（木）
毎月第４木曜日の午後にコミセンで催されている「ふれあいの
会<花の輪>」は、中高年のための気軽なサロンです。その花
の輪が「クラシック音楽届け隊＊」とタイアップし、ソプラノ
とハープによる気軽なクラシックコンサートを開催。赤ちゃん
から高齢者まで幅広い学区住民が集まり、すばらしい生演奏を
堪能しました。
＊宗次ホール代表が理事長を務める「NPO法人クラシックファンクラブ」の活動

いつも＜花の輪＞に集う皆さんに加え、たくさんの音楽ファンが来場

ソプラノ杉山梨恵さん、ハープ廣瀬奏子さん
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平成28年10月までの主な活動をまとめました。

今年は東山テニスセンター方面も清掃

老人会と見付小児童が花の苗を移植

「クリーンキャンペーン」

「花いっぱい運動」

6月4日（土）

6月8日（水）

毎年、6月第一土曜日の「環境デーなごや」に合せて、全市で

見付学区老人クラブ連合会は、「花いっぱい運動」の一環とし

実施される「クリーンキャンペーン」。今年は東山テニスセン

て、見付小学校の園芸飼育委員会に属する4〜6年生27人ととも

ター方面にも清掃範囲を広げ、学区住民や子どもたちが参加し

に、学区連協寄贈の花苗を校内の花壇に植えました。

て街をきれいにする活動を行いました。

東山元町エリアから参加したみなさん

参加した児童たちと校長先生（右端）、老人クラブの皆さん

子どもたちも熱心に清掃しました

市の小型バスで南リサイクルプラザを見学
「保健環境委員会 施設見学会」

きれいな花壇ができました

7月5日（火）

本年度は、南区にある「南リサイクルプラザ」を訪問し、ペッ

と飲み残しや異物を流れ作業で取り除いた後、ブロック状に圧

トボトルを選別・梱包するリサイクル棟と、粗大ゴミとして出

縮梱包した「ベール」と呼ばれる形にして資源化業者に引き渡

された家具を修理・販売するプラザ棟を見学しました。

します。この工程で、もしキャップがついたまま圧縮すると、

毎日17〜18台のトラックで運び込まれるペットボトルは、ホッ

空気が抜けない場合があり、ベールにした塊がばらけてしまう

パーに投入され、ベルトコンベアで２階へ運ばれます。２階で

可能性があります。それでひとつひとつ手で外しているそうで

は、みなみ作業所のハンディキャップを持つ作業員がキャップ

す。なお、キャップ下のリングは残したままで問題ありません。

トラックからホッパーへ

流れ作業でキャップ・異物を選別

減容機で圧縮し梱包（ベール化）
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資源化業者に出荷

【

みつけホウレンソウ

】

学区の総力を結集して大賑わいを演出
２０１６納涼「みつけ夏まつり」

8月6日（土）

幅広い年代の住民が学区の全域から集まる「夏まつり」は、連
協を中心にコミュニティの諸団体が模擬店やゲームコーナーを
出店。運動場いっぱいの人出で賑わいました。

なかなかむずかしい「射的」

消防団の「鬼泣かせ」

夏といえば「かき氷」
子どもの姿が目立った「盆踊り」

子育てママも参加

子どもたちが主役の「子ども菓子まき」

ゴミと資源はきちんと分別収集

「たからすくい」の受付け

「たません」作りのママさんたち

人気の「綿菓子」

簡単にできる運動で健康寿命をのばす

敬老会

中高年健康教室 「ロコモ予防教室」

「平成２８年度 見付学区敬老会」

9月5日（月）

9月１１日（日）

ロコモ（ロコモーティブシンドローム）とは、加齢などによる

学区在住の高齢者（75才以上）をお迎えして敬老会が催されま

運動器の障害で「要介護のリスク」が高い状態になることです。

した。第一部の式典では、来賓の千種区長（代読）、県・市公職

これを予防するため、日本福祉大の荒深先生のご指導で、中高

者代表、見付小学校校長からお祝いのご挨拶をいただき、第二

年の人が家庭で簡単にできる運動を学びました。

部は、安倭流竜鳳鼓謡会（やすいりゅう・りゅうほうこようかい） によ
る「尾張太鼓と民謡のひととき」を楽しんでいただきました。

立ち、歩くために必要な背中の「抗重力筋」をゆっくりストレッチ

なじみ深い歌を三味線の音に合わせて歌うみなさん
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平成28年度 見付学区連絡協議会名簿
区分

ゆかたが似合う「風船つり」

連協役職

パパまで真剣なまなざしの「缶つり」

氏

名

会

長

原田 光司

委

員

正光 章

委

員

玉置 真悟

副会長

原田 裕美子

委

員

堀木 忠男

会

計

水野 裕史

委

員

八島 路子

委

員

村瀬 陽一

委

員

三谷 京子

委

員

櫛田 睦子

見
付
学
区
区
政
協

夜店風「福祉バザー」

力
委
員
会

会計監査
委
鼻をくすぐる「焼き鳥」の香ばしさ

「子ども店長」ですね

林 喬

区政協力委員会・委員長
区政協力委員会・委員
東山元町第一自治会・会長
区政協力委員会・委員
東山元町第二自治会・会長
区政協力委員会・副委員長
東山元町第三自治会・会長
区政協力委員会・委員
東山元町第四自治会・会長
区政協力委員会・会計
唐山東南部自治会・会長
区政協力委員会・委員
唐山南町内会・会長
区政協力委員会・委員
南四谷自治会・会長
区政協力委員会・委員
池園町内会・会長
区政協力委員会・委員
見附第一町内会・会長
区政協力委員会・会計監査
見附南町内会・会長
区政協力委員会・会計監査
松竹町自治会・会長
区政協力委員会・副委員長

副会長

佐藤 干城

副会長

金谷 惠子

副会長

鶴見 智子

保健環境委員会・会長

委

員

浅井 隆明

老人クラブ連合会・会長

委

員

近藤 守

見付消防団・団長

委

員

米川 輝美

赤十字奉仕団・見付分団長

区

委

員

山田 翼登

見付小学校PTA・会長

各

委

員

宮本 美根代

見付小学校PTA・母代

岡本 佳子

子ども会育成連絡協議会・会長

木下 靖雅

防犯交通安全協力会・会長

林茂

スポーツ推進委員会・会長

見
付
学

見付連協原田会長の主催者あいさつ

員

大久保 健一

所属団体・役職

種

会計監査

団

委

体

員

会計監査

末盛通4･5丁目自治会・会長
民生委員児童員協議会・会長
地域福祉推進協議会・会長

委

員

加藤 皓之

地域交通安全推進委員会・会長

委

員

山田 佐代子

とんぼ学童保育所

委

員

黒岩 歩

見付学区の防災を考える会

相談役

藤井 勇

元

区政委・連協副会長

相談役

山田 邦博

元

区政委・連協会長

安倭朱泳（やすい
あけえい）さんの
三味線と民謡

村瀬道夫さん（左端）率いる「尾張太鼓」の曲打ち太鼓
※団体名につく「見付学区」は省略
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【

みつけホウレンソウ

】

防災 NEWS

様々な災害から身を守る方法を体感学習
「防災研修バスツアー」

今年で４回目となる防災研修バスツアー。町内回覧で案内し、

新任の区政協力委員が「HUG」を初体験
「春の防災研修会」

8月20日（土）

ご応募いただいた8才から88才までの学区住民ら38名が京都市
の「市民防災センター」を訪れました。同センターは、災害時

5月22日（日）

に不可欠な知識や行動力を、体験を通じて身につけるための施

４月新任の区政協力委員の方々に、防災への関心を高めていた

設です。参加者は、地震・火災・風水害について、防災のポイ

だくことを目的として、防災研修会を実施しました。

ントを学びました。研修の後は京風のお弁当をいただき、宇治

午前中、体育館脇にある学区の防災倉庫を見学した後、消防団

の平等院へ。初対面の参加者同士もすっかり打ちとけて「遠

の指導のもと、市から配備されたガスボンベ式発電機の試用を

足」を楽しみました。こうして、災害時に助け合える「地域の

行いました。午後からは、HUG（避難所運営ゲーム）を実施。

つながりの輪」を広げていくこともツアーの重要な目的です。

初体験の受講者たちは、避難所で起こる予想外の出来事や、対
応困難な事態に直面して、頭をかかえながらも活発に意見を交
わしてゲームを進めました。ゲーム後の反省会では、HUGを通

顔を上げることも難しい
風速32メートルの暴風

じて明らかになった「難しい問題」について、実現可能な解決
策を早急に見いだしていくべきだと確認しあいました。

震度4～7の横揺れを体験し
とっさの動作と心構えを体験

ガスボンベ式発電機の試用

【HUG】 避難者カードを机上に配置

４Ｄシアター
～迫りくる地下街の恐怖～
【HUG】 ４グループに分かれてゲームを進めました

豪雨の水が地下街に流れ込み、すぐ目の前の床が
みるみる水の底に沈む疑似体験をしました

１０年後にはキミたちが防災の主役だ！
「防災Jr.リーダー養成講座」

7月20日（水）・21日（木）

小学４〜６年生を対象に、見付学区の防災ジュニアリーダーを
養成する講習会を開催しました。災害時には避難所となる見付
コミセンに地域の小学生７名が集合。防災士の小塚達也さんが
講師となり、地震発生時に自分の身を守る基本行動と、身近な
防災の実技を指導しました。
子どもたちは、ロープ結びや手
拭いの活用法、ペットボトルの

ツナ缶

ランタン、茶碗やツナ缶を利用
したランプ作りを習いました。

いつどこで地震に襲われても自分の
身を守ることができるように、基本的
な防災知識を教わりました

非常食のアルファ米を試食した
あと、持参した寝袋を固い床の
上に敷いて眠りにつきました。

茶碗・食用油・ティッシュの芯
校長先生もロープ結びに参加

身近な材料でランプづくり
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親子連れや初参加の住民が目立つなか、各コーナーの説明にも熱が入りました
「見付学区 防災訓練」

見付小学校 9月25日（日）

学区の合同防災訓練が見付小学校で実施され、学区住民、防災

訓練は、避難所講習、下水道直結トイレや非常用給水栓の見学、

会メンバー、消防団員ら約150人が参加しました。秋の長雨と

ガスボンベ式発電機の起動訓練、煙道体験など盛りだくさんの

台風続きのなか訓練当日は雨も上がりましたが、運動場がぬか

コーナーを３班に分かれて回りました。各コーナーでは、区役

るんで使えず、体育館脇の狭い場所での実施となりました。

所・市の上下水道局・千種消防署の方々が分りやすく詳細に説

当日は、おなじみの消防車のほか、警察の特殊車「ウニモグ」

明。訓練後には炊出しがふるまわれ、人気の「乾パン汁」はお

といっしょに記念撮影ができるとあって、子ども連れの参加が

代わりが続出。地震による断水を想定してジュース・炭酸飲

目立ちました。ウニモグは高い車高と太いタイヤで悪路も走行

料・無糖コーヒーで炊いたご飯の試食もあり、半信半疑で口に

できる特殊車で、災害時の救援活動など多目的に活躍します。

入れた参加者から「意外においしい」との声も聞こえました。

火災の煙をくぐり抜ける「煙道体験」

消防車との記念撮影ではスマホが大活躍

多目的車「ウニモグ」も人気

消火器の訓練

下水道の
マンホール

見付小正門脇の歩道上にある下水口に直置きする「仮設トイレ」

見付小正門前の道路西側歩道上にある「地下式給水栓」

みつけ名物

乾パン汁
レシピ検索
みつけ乾パン汁

名古屋市が設置した「ガスボンベ式発電機」を起動する訓練

炭酸水、オレンジジュース、無糖コーヒーで炊いたご飯を試食
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【

みつけホウレンソウ

】

第14号

消防団員急募

スプレー缶は
穴をあけずに出して！

街を守る地域密着の消防・救命活動に参加しませんか。

処遇： 年額報酬、出場手当を支給
公務災害補償、退職報償金制度あり

•
•
•
•

入団資格： 日本国籍を有し、見付学区内に居住、
勤務または在学する18〜65歳の心身共に健康な男女
問合せ：見付消防団団長

平成28年11月発行

近藤 守 ☎ 781-6265

中身を完全に使い切り
穴をあけずに
可燃ごみの収集日に
可燃ごみとは別の袋で
出してください。

少し離して

資源ステーション（集積場所）には出さないでください。
不燃ごみ・空き缶に混ぜないで ください。
※イラストは名古屋市ホームページから引用

ふれあいサロンみつけ

中高年のためのサロン

ふれあいの会 <花の輪>

０才から未就園のお子様をお持ちの方が自由に集い

12月は恒例のクリスマス・コン

子育て相談や保護者同士の交流を行うサロンです。

親子１組５０円

サートです。学区にお住まいの

(保険料含む）

バイオリニスト中川様ご夫妻を

午前１０時～１１時３０分 （出入り自由です）

お迎えして、心安らぐ美しい調
べをお楽しみいただきます。

第７回 １２月２１日（水） 在宅サービスセンター
「クリスマス・パーティ」
第８回

２月１５日（水） 在宅サービスセンター
「親子遊びをしませんか？」

第９回

３月２７日（月） 見付コミセン
「みんなでお話しましょう」

日時

１２月１５日（木） １３：３０～１５：３０

場所

見付コミュニティセンター会議室

会費

２００円

参加申込： 金谷（７８２-５０８７）まで お電話ください
（当日のご参加も歓迎します）

見付コミセンまつり
平成２９年

成人式

もちつき大会
子どもたちと一緒にお餅をついて、

１月８日（日）

できたての「きなこもち・あんこもち・からみもち」を食べながら、

見付小学校体育館
10:30～12:30

学区の皆さんと世間話をして楽しくすごしましょう！

10時から受付開始
集

日時

１２月３日（土） １０：００～１３：００

場所

見付コミュニティセンター会議室

このところ発刊時期が遅れがちです。お詫びのしるしとして今号は８ページに増やし、みつけコミュニティの皆さんの
活動を詳しく紹介しました。

【編集室】tel: 090-1754-3229 (黒岩) e-mail：Hourensou@lincom.co.jp
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