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【区長から皆さまへ】              区長  長谷 勝 

・大きな行事が終わって、今年度のまとめをし、来年度の計画を立てる時期になり

ました。皆様から提案をしていただけるとありがたいです。 

・旭だより昨年の 2 月号で災害への備え、12 月号では火災への備えに

ついて説明しました。それらを受けて、備えとしてとして「保存水」

と「消火器」を三好丘コミュニティの予算と旭行政区の予算を使わせ

てもらい皆さんに半額以下で頒布することにしました。今月の回覧で

案内しています。必要な備えのごく一部ですがまだの方はこれをきっ

かけにして整備していただければと思います。 

参考に 3 ページに備えの一例を示します。自分に合った備えを検討ください。 

 

【いきいきクラブだより】 旭いきいきクラブ会長  筑尾 彰二 

節分の日がやってきます。梅の花も咲き鴬の声を聴く候、 

皆様お変わりないことと思います 

今年は、選挙の年です。知事選・県会議員・市会議員と 

参議院選とあります。清き一票を投じてください。 

・新年会は 41 名の参加で盛り上がりました。 

・マージャンやボッチャ―は少しずつ参加がありますが、 

特にマージャンのメンバーが不足しています。 

麻雀：毎週火曜日午後 1 時より 

（曜日と時間の合わない方は申し出てください。 

考慮させていただきます。） 

ボッチャ―：毎週土曜日 9 時 30 分よりしています。 

・2 月 14 日(木) 「老後の暮らし方、住まいについて」講演します。 

講師：【ハローケア】より派遣 10 時 30 分 旭集会所 無料 

多くの参加を期待しています。 会員以外の方も参加して下さい。  

・3 月 21 日（木） 総会を旭集会所で 10 時から開催します。 

・4 月より新会員を募集しています。 
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【児童厚生員だより】 

◇「おこしもの」作りのお知らせ   ２月カレンダー(×の日は休館日です) 
おこしものとは、尾張と三河地方の一部に伝わる  

ひな祭りのお菓子です。米粉を熱湯で練り、木型  
に入れておこし蒸したものです。  

三好丘、旭集会所の合同で作ります。お友達を  
誘って参加して下さい。参加費は無料です。 

参加の申し込みは２月２０日(水)までに旭集会所へ
連絡して下さい。定員は２０名です。 

なお、当日お手伝いしてくれる６年生も募集します。 
・日にち：２月２３日(土) 

・時 間：１０：００～１１：００(受付９：５０～) 
・場 所：三好丘集会所 

・対象者：小学生 
・持ち物：エプロン、三角巾、うわぐつ、持ち帰り容器(タッパーなど) 

     手ふき用ハンカチ、マスク  
※当日の行き帰りの送迎は、保護者の方の責任でお願いいたします。 

 今回のおこしものは、各家庭で蒸してから、お早めに食べて下さい。 
 おこしもの作り当日、欠席される方は三好丘集会所(☎３６-３１５５)へ  

 ９時以降に連絡して下さい。 

 
◇ 環境美化啓発ポスター募集のお知らせ 

応募期間：２月１３日(水)～４月５日(金) 
応募対象者：新６年生 
※画用紙と説明資料は集会所に準備してあります。 

 
【子ども会情報】 
少し前になりますが、12 月 26 日にクリスマス遠足で名古屋市科学館に行って来
ました。 
様々な展示や体験スペースに子供達は興味津々で、説明を読んだり聞いたりしなが
ら、全フロア隅々まで回っていました。高学年は自分達で回る順番を考えたり、お
昼ご飯の時間を決めて行動したり、頼もしい姿が見られました。全員でプラネタリ
ウム鑑賞もして、楽しい体験が沢山出来ました。 
1 月 26 日には丘小体育館にて、三好ともいきスポーツクラブさんによる、オリン
ピック競技のお話しと運動体験会を行いました。 
専門の先生をはじめ、学生の方々に様々な運動体験をさせていただき、子供達は皆
んな夢中で楽しんでいました。オリンピック選手 
の記録やオリンピックに出る為には大変な努力が 
必要等、貴重なお話しもいただき、大人も子供も 
とても勉強になりました。 
次回のイベントは 
＊2 月 23 日(土) 6 年生を送る会(丘小体育館) 
 
新会員随時募集中♫ 
会費 100 円/月 お申込みは集会所まで♫ 

  

日 月 火 水 木 金 土 

     １ ２ 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ 

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ 

２４ ２５ ２６ ２７ ２８   

※２３日(土)はおこしもの作りのため、

お休みです。  
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【地震に対する事前の備え】  

 地震発生時の行動をもとに事前の備えとして何が必要かをまとめたものを下表に示します。 

これは単なる一つの例です。皆さんで自分に合った備えを考え、実行してみてください。 

 

  地震発生後の流れ 自助（事前の備え） 

1 地震発生 ①地震予知情報受信方法 

2 身を守る ②自宅の耐震強度の把握 

ブロック塀など強度確認 

③家具などの転倒破損防止対策 

落下物（花瓶、テレビなど）の対策 

ガラス破損対策、など 

3 家族の安否確認 

 （家屋内） 

④家族の状況把握、救助 

4 火災防止 ⑤火災を出なさない対策  

5 

 

火災発生時 

 初期消火 

 

⑥初期消火方法の習得 

消火器の使い方 

各家庭で消火器常備、期限確認 

6 けが、やけど被災 ⑦けが、やけどなど応急処置方法 

常備薬、AED(集会所など設置) ⇒ 

7 

 

情報受信 ⑧受信方法（Jアラートなど） 

防災ラジオ、テレビ、携帯、など 

8 

 

 

自宅からの脱出 

  

  

⑨非常持ち出し品 

逃げるときのグッズ 

 ライト、頭巾、履物、など 

⑩逃げ道の確保:室内、避難口 

煙からの脱出法 

9 

 

 

避難 

  

⑪避難経路の確認 

 危険個所、避難所の確認 

帰宅 帰宅経路の確認 

10 

 

 

連絡、情報 

  

  

⑫自宅、職場、その他での確認方法  

LINE、伝言ダイアル 171 ⇒ 

⑬行政、消防署との連絡方法を知る 

11 災害後の生活 

 （自宅） 

⑭備蓄品リスト（目的、必要性） 

リスト作成、備蓄の仕方，備蓄状況確認 

ローリングストック法の活用 ⇒ 

⑮旭集会所の備蓄品（食品、薬品など） 

12 避難所での生活 ⑯避難所常備品（目的、必要性） 

 規律を守る。 

13 被災世帯への支援 ⑰日頃からの近所付き合い 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1547109083/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy50b3duLm9nb3NlLnNhaXRhbWEuanAva3VyYXNoaS9zeW91Ym91L2JvdXNhaS93YWdheWEvMTQ1MzI5MDQxNjE4OC5odG1s/RS=^ADBUXonlY.WwiTg0PcD97Yju6l9TTk-;_ylt=A2RCKw5bsTVcwQ8AJkuU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548311144/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuY2l0eS5jaGliYS5qcC9zb211L2Jvc2FpL2JvdXNhaWdlbm5zYWl0YWlzYWt1Lmh0bWw-/RS=^ADBW7rBG8cKUnuN27vgj77CpN3piRE-;_ylt=A2RimE3oCEhcpj4ApQKU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548311933/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy50b3duLmthc3V5YS5mdWt1b2thLmpwL2t1cmFzaGkvYW5zaGluL2Jvc2FpL2ppc2hpbi9pbmRleC5odG1s/RS=^ADBlNavpO8nmAbv9Xk6BYKto7Pj1C8-;_ylt=A2RivbT8C0hcjUkA1wWU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1540201686/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC90YWdzLyVFNSVBNCVBOSVFMyU4MSVCNyVFMyU4MiU4OSVFNyU4MSVBQiVFNyU4MSVCRA--/RS=^ADBwTS6bu_mLE9lOUKyki36nQXdYWA-;_ylt=A2RCL5pVS8xbEnwABy2U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548311144/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC90YWdzLyVFNSVBRSVCNiVFNSU4NSVCNyVFOCVCQiVBMiVFNSU4MCU5Mg--/RS=^ADBZko7jl3MSkUjU5b0AyBHPq4xNAs-;_ylt=A2RivbLoCEhcxw0ADAmU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1547109254/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2tvZG9tby1xcS5qcC9qaWtvL2luZGV4LnBocD9wbmFtZT1qaWtvX2ZpcnN0YWlk/RS=^ADBPDA80_vo61N8tJUH3yfcuzyjvCA-;_ylt=A2RCD00FsjVcxHoAWjWU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548312315/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucGhvdG9saWJyYXJ5LmpwL2ltZzI4NC8xMzQ5NzRfMjQzNjI2MS5odG1s/RS=^ADBNugmQqNInB9n9xLuy3cfEOxB5no-;_ylt=A2RinFF7DUhcb3wA3AGU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548318015/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuamlzaGluLmdvLmpwL2ZpZ3VyZV90YWcvZmlnX2NhdF84MS9wYWdlLzExLw--/RS=^ADBD9aKc28KN_fhk0ucQF5VMql1yK4-;_ylt=A2RivbC_I0hcPgYAQh6U3uV7
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【自主防犯パトロール隊】 

年末（12 月 27 日）に自主防犯パトロール隊の中の 

「パトロール隊」のメンバーにより防犯と火災予防 

を目的として夜間のパトロールを実施しました。 

 

【１月の行事報告】 

（１）新春みよし市マラソン駅伝大会 
1 月２７日（日）に新春みよし市マラソン駅伝大会が開催されました。旭行政区からは駅 

 伝の部「地区対抗中学」に参加し、緑丘小学校から三好陸上競技場までの 18.0kmを６名が 

 タスキをつなぎゴールしました。皆さんの頑張りにより、見事 3 位入賞を飾りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２月の予定】 

（１）三好丘旭行政区 新旧役員（各部）引き継ぎ会 

    ［日時］２月２４日（日） １０：３０～ 

三好丘旭行政区ホームページ http://www.hm7.aitai.ne.jp/~myooka-a/ 

TEL：３６－０５６６ FAX：７８－１７８１  Email: myooka-a@hm7.aitai.ne.jp 

 

１区 村上 諒太 

２区 酒井 朝陽 

３区 柳田 陸 

４区 荻野 美優 

５区 江頭 結衣 

６区 長谷川 直哉 

mailto:myooka-a@hm7.aitai.ne.jp

