
回 覧                    令和４年 4 月 17 日 

上 志 段 味 自 治 会 だ よ り 
 

１ 自治会会計監査会を実施しました 

4 月 3 日（日）午前 10 時から公民館ホールで、令和 3 年度上志段味自治会会計監

査会が各自治会の組長からなる会計監査人 12 名により行われました。東部自治会は連

合で役員編成のため 1 名の出席でした。 

当日は 4 月とはいえ小雨も降り花冷え

のする日でしたが、お集まりいただきまし

た各地域の監査皆さんには感謝申し上げ

るしだいです。 

監査会は、会計担当者から収支決算報告

とその詳細説明、更に出入金記載済みの預

金通帳と領収書など証拠書類、財産目録な

ど確認していただきました。ご承知のよう

に会計総額は大きな金額となっており、担当者もできる限り丁寧にご説明させていただ

きました。監査委員の方々からは特にご意見もなく帳簿等確認いただき、押印をいただ

き会は終了しました。 

この結果は、自治会総会の議案とし皆様にご審議いただくこととなります。よろしく

お願いいたします。 

なお、これまでコミュニティーセンター建設のための積立てきました定期預金は、令

和３年度決算より「コミセン用地確保の敷地準備金」に名称を変更しました。ご承知の

とおり現在の公民館は建設から時間がたち老朽化が進んでおります。昨年 8 月にリフ

ォーム工事を行い今後数年は維持してまいります。コミュニティーセンターは、市の予

算で建設されるとのことですので、建物には費用負担はありませんが用地の確保は必用

です。現在の場所に建設案もありますが、ご承知のように公民館建物の場所は勝手塚古

墳に隣接しており、史跡保護の立場から名古屋市文化財保護室は今後史跡指定区域とな

ると伺っています。センターをこの場所での建設は難しく移転を余儀なくされています。

このことを踏まえ、昨年度より財産管理委員会でも用地確保することも想定し検討して

いるところです。このことも監査会では説明させていただきました。 

 

2 令和 4 年度事業予定は現在作成中 

 いよいよ新年度がスタートしますが、コロナ禍で 2 年間にわたって多くの事業が中

止を余儀なくされました。この結果、これまでの実施と実績やノウハウが伝承されず今

日に至っています。今日のコロナ感染症は、完全な収束にはまだ時間がかかると思われ

ます。しかし、社会状況と行事内容を検討しながら、これまでの自治会行事などの再開

とコロナ感染を考慮した新規企画をスタートさせるよう検討しております。 

中でも昨年秋に実施しました「ウォークラリー」を春に、町内美化活動と連動した「プ

ロキング※注」の開催。そして、夏の提灯山祭りも開催に向け実行委員会の立ち上げ準

備に入ります。今後、ますます皆さんのご協力とご支援が必要となります。👇👇 



☛引き続き、上志段味自治会にご興味を持っていただき、ゆるさぽ隊のご登録とお力を

お貸しください。随時、ゆるさぽ隊は登録と募集しております。 

※注「プロギング (plogging)」はジョギングしながらゴミを拾う新しい SDGs フィットネスです。 

スウェーデン語の「plocka upp(拾う)」と英語の「jogging(走る)」を合わせた造語で、スウェーデン人

アスリートのエリック・アルストロム氏(Erik Ahlström)が自己ベストではなくゴミ拾いに専念したラ

ンニングとして 2016 年に始めました。  (一般社団法人プロギングジャパン HP より) 

 

3 資源ごみ集積場の利用について 

 現在、各地区の公園やその建設予定地の一角に資源ごみ集積場があります。毎週 1 回

の回収ですから前日や前夜の持ち込みもあるようです。 

しかし、近隣住民の方からは「ゴミ出しの音や、搬入の車の音が大変うるさく迷惑し

ている」とお困りで、自治会へ苦情とご相談が届いています。 

皆様には、ゴミステーション場所に隣接した住民の方のお気持ちになりご利用いただ

き、特につぎの内容にご注意とご協力いください お願いいたします。 

➊ 前日や深夜、早朝の搬入は「禁止！」してください。 

❷ 搬入時は、「静かに・音に注意！」してください。 

※ 車の窓越しの搬入や、投げ入れは厳禁です。 

❸  更に、資源回収できない物の搬入は「不法投棄」となります。 

※ 先日、守山環境事業所より防犯カメラ録画映像の提供依頼がありました。 

以上、ご協力お願いいたします。 

 

４ 自治会の主催する・地域みなさんへの『スマホ教室』開催しました 

 毎月第 2 金曜日に定期開催が決まったスマホ教室、

第 2 回は参加者 7 名と盛況でした。みなさまのスマホ

に対する知識の程度が様々でしたので、スワイプ・ピン

チアウトなどの基本操作から、お天気の確認・QR コー

ド読み取り・上志段味自治会 LINE 公式アカウントへ

の登録方法など、一人ひとりに合わせたサポートとな

りました。「またわからないことが出てきたら聞くね」

と継続して参加を希望される方もいらっしゃいます。 

多くの参加者に共通するお悩みは、「身近に教えてく

れる人がいない」ことでした。身近な方に聞くような感

覚で、気軽にご参加いただけると嬉しいです。 

次回開催は、5 月 13 日（金）午前９時からです。詳細は回覧板をご確認ください。

また、教室の先生役を担ってくださるゆるさぽスタッフも大募集中です。普段お使いの

スマホ操作程度のことでも、参加された皆さんにはとってはとっても必要な情報です。

ぜひお手伝いよろしくおねがいします！  

★「スマホ教室」申込は・・・チラシをご覧いただき、 

申し込みはお電話でお願いします。 

★「ゆるさぽ」詳細は、https://www.kamishidami.net/support 

または、QR コードををご確認下さい。 

https://www.kamishidami.net/support
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参加資格
上志段味地区住民の方

※未成年者の参加には条件があります

参加費

無料

新緑シーズン！たくさんの自然を感じながら
　各ポイントを回ってゴールを目指そう！

オリエンテーリングのポイントは７〜８ヶ所。
ポイントに書かれた文字をカードに記入して
ゴールを目指します。
コースは「ファミリー」「挑戦」「猛者」の３つ！
小さいお子さまから大人まで楽しめます。
参加賞も用意しています！お楽しみに！

上志段味自治会・上志段味連絡協議会主催 / 上志段味ゆるさぽ協力 /

東谷山フルーツパーク スタート
スタート受付時間　9：00〜10：00

日

2022

5 22 9:00
▼

12:00
小雨
決行

わたしの町　ふるさと自然発見！

※小学生以下のみでの参加はできません。必ず保護者、または
成人以上（高校生不可）の保護者に代わる引率者が必要です。

※中高生のみでの参加は 2名以上のグループで申し込みしてください。
必ず保護者の同意書が必要です。（同意書は当日提出）

上志段味自治会Ｗｅｂサイト
イベント専用フォームから
https://www.kamishidami.net/orienteering

参加申込方法

水5 12
締切

※事前申込制です。当日申し込みはできません。



LINE公式アカウント
お友だち追加はこちら

※同意書はWeb サイトからダウンロードしご記入の上、当日受付にて提出してください。
中高生のみで参加する場合は、2 名以上のグループで申し込みしてください。また、保護者の同意書が必要です。
小学生以下のお子さまが参加する場合は、必ず保護者、または成人以上 ( 高校生不可 ) の保護者に代わる引率者が必要です。

未成年者（18歳の高校生含む）の参加について

④　参加賞をもらって解散！（小学生以下…お菓子　中学生以上…オリジナルボールペン）
　　　※タイムは競いませんが、最終ゴールは正午で締め切りです。
③　全てのポイントを回ったら受付場所に戻り、スタッフにカードを見せてゴール！
②　指定されたポイントを回り、各ポイントにある「文字」をカードに記入しよう。
①　受付でオリエンテーリングコースの地図と記入カードを受け取りスタート！

上志段味在住の方を対象とした無料のオリエンテーリングイベントです。【事前申込制】

イベント内容 ※詳細はWebサイト (https://www.kamishidami.net/orienteering) にてご確認ください

筆記用具、下敷きなど       ※地図を見ながら歩いてポイントを探し、ハガキ大のカードに文字を記入します。

当日の持ち物

密集を避ける為、グループの代表の方 1 名が受付をしてください。
午前 9～10 時に東谷山フルーツパークにて受付を行います。（受付場所の詳細は後日L INE公式アカウントで配信します）

代表の方は、受付でグループの人数分の　オリエンテーリング記入カード を受けとってください。
中高生のみのグループは、受付時に保護者の同意書を提出してください。（参加者全員分）

当日の受付について

当日の午前 7 時半までに上志段味自治会Webサイト、L IN E公式アカウントの配信にてお知らせします。
お申し込みされたお子さまには、参加賞のお菓子を公民館にて配布します。
午前 9～10 時の間に代表の方が受け取りにお越しください。

中止の場合

参加できなかったお子さまにも参加賞のお菓子をお渡しします。代表の方が 10～11 時にイベント受付にお越しください。

37.5 度以上の発熱がある場合、参加の自粛をお願いします。

受付テーブルに手指消毒用アルコールと体温計を用意します。
運営スタッフは検温・体調チェックを行い、マスクを着用します。
参加される方は、マスクを着用し、密集を避けての参加をお願いします。

・ 風邪症状があるなど、体調が優れない場合
また、下記の場合は参加をお控えください。

・ その他、行動制限を求められている場合
・ 同居家族や身近な人にコロナウイルス感染が疑われている方がいる場合

感染症対策について

本イベントは、主催者にてレクリエーション保険に加入しています。

その他

お問い合わせください。
上志段味自治会Webサイトお問い合わせフォームまたは、LINE公式アカウントより

お問い合わせ先

※申し込み時にお選びください。えらべる！３つのオリエンテーリングコース

★ 猛者コース：東谷山フルーツパークから東谷山山頂まで。
★ 挑戦コース：東谷山フルーツパークから東谷山南社まで。
★ ファミリーコース：東谷山フルーツパーク内。小さなお子さまでも参加できます。























サイバー犯罪対策通信サイバー犯罪対策課 令和４年3月

第3号

2

3 4

１

SNSで人気の
このイヤホンが

かわいいんだよね

イヤホン 人気 �

すべて 画像 動画 地図 ニュース

広告 www.xxx.jp ▼
SNSで話題！人気のイヤホン大特集
話題のイヤホンを多数取り扱っています
今なら格安でお買い求めいただけます

広告 www.cybeer.jp ▼
CYBEAR製公式の最新アイテム

SNSで人気のCYBEAR製のイヤホン、Blutooth接続
最新カラーも登場

広告 www.yyy.jp ▼
CYBEAR製の全商品ご紹介
売り切れ続出！？こちらのサイトで

検索したら
いっぱい出てきた‼

「広告」って
書いてあって

検索結果上位のサイト
は安心だよね♪

あれ…
商品が届かないな。

ご利⽤明細
ギフトカード ¥20,000
ギフトカード ¥15,000
APストア ¥3,400
Mobile3月分 ¥6,745

愛知電⼒ ¥9,234 

身に覚えのない
ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞの利用が!!

新色 レモンイエロー

人気色 レトログレー

よし︕
クレジットカード払い
でお買い物完了︕︕

新色のイヤホン
で春を彩る
【ﾚﾓﾝｲｴﾛｰ】
¥ 25,700

CybeAR shop online

新色カラー
売ってる♪

しかもめっちゃ安い!!

最近では、調理器具や家電等を取り扱う正規のショッピングサイトにそっくりな
偽ショッピングサイトに関する相談が多く寄せられています。

40％割引 ¥15,420

しかもこのｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ
の利⽤明細の何!!??

最近の偽ショッピングサイトは、公式サイトと⾒分けのつかないくらい巧妙です。
偽物のサイトで⼊⼒しまった個⼈情報(氏名・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ等) 、クレジットカード情報は盗まれて、
不正に利⽤されてしまいます。
こまめにクレジットカードの利⽤明細を確認︕ パスワードの使い回しは絶対にやめましょう︕︕

インターネット検索で
「広告」の表示や検索結果上位で表示されている場合

であっても、 “偽ショッピングサイト“のおそれがあります︕

【偽ショッピングサイトの傾向】
流⾏り・評判の商品 シーズン商品 割引率過⼤なもの



名古屋市では、３月２４日から４月３日の間に４名の方

が交通事故で亡くなりました。 

多くの方が新学期を迎えたり、就職、転勤など

の新しい生活をスタートさせる季節です。人や

車の動きが活発化するなど、注意が必要です。 

一人ひとりの心がけが悲惨な交通事故をなくすことにつ

ながります。交通ルールを遵守し、安全行動に努めましょう。 

ドライバーは、子どもや高齢者等を見かけたら速度を落とす

などの「思いやり運転」を実践しましょう。 

また、横断歩道では「歩行者優先」を徹底しましょう！

名古屋市スポーツ市民局地域安全推進課 



「安心」して暮らせる「安全」な愛知に向けて

スマートフォン用アプリ「アイチポリス」では、お住まいの地域

で発生した犯罪情報等をタイムリーに配信しています。その他に

も「刃物を持った犯人が逃走中」など緊急に注意が必要な事件

の発生情報をいち早く知ることができます。 iOS端末 Android端末

スマートフォンのカメラで読み取りダウンロードしてください

愛知県内の住宅を狙ったドロボウの約６割は窓から侵入しています。

集合住宅の高層階だからと言っても安心はできません。外壁工事の仮設足場や

他の建物等をつたってベランダから侵入された事例が発生しています。

ゴールデンウィークを前に窓には補助錠や警報機など複数の防犯対策を組み合

わせた対策をしましょう。

・出かける際、就寝時、在宅時にも必ずカギ
をかけましょう。
補助錠は、サッシの上部に取り付けると、

より効果が得られます。

上部に付いた補助錠は、外から
だと手が届きにくい…

・窓の開閉に反応する警報機を設置する。
・室内灯を点灯するなどして不在を悟られない
ようにする。

その他にも、



生活安全総務課

愛知県警察本部

令和４年４月８日「安心」して暮らせる「安全」な愛知に向けて

※性犯罪は、強制性交等罪及び強制わいせつ罪の合計です。 ※実質被害総額は、被害総額にキャッシュカード手交型被害における事後被害の窃取額を加算した金額。千円以下は切り捨て。（4月15日 特殊詐欺増減数値訂正）

住宅・事務所を狙った侵入盗被害が多発しています。不要な現金を保管しない、不在にする際は現金を保管

しない、ホームセキュリティに加入する、窓には補助錠を付けるなど、できることから対策をしましょう。また仮設

の足場を利用したマンション高層階への侵入盗が発生しています。

子供を守る合言葉「つ・み・き・お・に」

スマートフォン用アプリ
※声かけ等不審者情報を地図で確認するマップ
機能、防犯ブザー機能等も備えています

アプリをダウンロードして防犯情報を確認！ iOS 端末 Android

令和３年中、13歳未満の子供に対する「声かけ・つきまとい」等の情報件数（※）が1日に約3.5件
ありました。（※警察に寄せられた情報件数であり、実際に発生した件数ではありません。）
進学、新入学を控えたこの時期、子どもの安全対策について一緒に確認をしましょう。

子供を犯罪から守る！

・「おかしい。変だな。」と思うこと
があったらすぐに大人に知らせる

・周囲に危険を知らせる
・防犯ブザーを使う（定期点検をする）
・子供が助けを求めたら守ってください

・全力でにげる！
・こども110番の家や
店舗に駆け込む

・知らない人に、ついていかない ・外で遊ぶ時、学校の登下校時など、一人にならない

アプリ「アイチポリス」で
「こども110番の家」

の場所を地図上で確認できます！ついていかない

きちんとしらせる

みんなといつもいっしょ

おおごえでたすけをよぶ にげる！

～名古屋市犯罪抑止対策～

住宅対象

侵入盗
事務所荒し 出店荒し

認知件数(件) 3,611 210 103 21 30 87

増減(件) -163 +58 +32 +7 -1 +1

増減比(％) -4.3% +38.2% +45.1% +50.0% -3.2% +1.2%

認知件数(件) 689 31 認知件数(件) 111
実質被害総額

（万円） 15,658

増減(件) -35 +9 増減(件) +44 増減（万円） +6,630

増減比(％) -4.8% +40.9% 増減比(％) +65.7% 増減比(％) +73.5%

刑法犯総数
（名古屋市）

侵入盗 自動車盗

自転車盗 性犯罪 特殊詐欺
（名古屋市部･･･尾張旭市を含む）


	2cbeb11f-44e7-4ae3-8ceb-c212c75bcff1.pdf
	SCN_0001
	SCN_0002
	SCN_0004
	SCN_0003
	SCN_0005
	SCN_0006
	SCN_0007
	SCN_0008

	bf9544e5-6c41-44f1-9259-144031569273.pdf
	SCN_0001
	SCN_0002
	SCN_0004
	SCN_0003
	SCN_0005
	SCN_0006
	SCN_0007
	SCN_0008

	66273faf-d162-4784-b0d4-b99afac30955.pdf
	toropicalfair_omote
	toropicalfair_ura

	7b388205-1b62-4d29-a7e0-eaedaa4657cf.pdf
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