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【河西学区の現況】（５月 31 日現在）
世帯数 5,870（前月比＋14）
人 口 14,905（前月比＋８）
★ブログで河西学区の身近な魅力を発信しています。
「河西まるごとブログ」で検索！
または、右のＱＲコードをスマートフォン等で読み取ってください。

河西学区まるごと活性化プランの取り組みについて発表しました！
５月 29 日に守山市民交流センターで開催された「市民参加と協働のまちづくりフォーラム・まち
づくりリーダー研修会」で、河西学区まるごと活性化プランの取り組みについて発表しました。発
表者は河西学区まるごと活性化推進委員会の石原会長とＡプロジェクト部会の川端部会長で、67 人
もの参加者に対して分かりやすく話していただきました。河西学区まるごと活性化プランの取り組
みについて幅広く知ってもらえる、大変良い機会となりました。

「まが玉」作り体験開催
６月 5 日、毎年大好評の「まが玉」作り体験を市立埋蔵文化財センターで開催しました。
河西小学校の 2 年生から５年生までの 30 名が午前・午後の部に分かれて挑戦しました。
「まが玉」作りの説明を映像とお話で受けた後、それぞれ作り始めました。四角い石から独特
な、くぼみのある「まが玉」になるまでひたすら削る作業は、とても根気がいり大変難しいです。
子どもたちは集中して、黙々と削り進めていきました。磨きの最終工程で水の中で磨くと魔法
がかかったかのようにピカピカと輝く石となり、子どもたちはとても喜んでいました。
世界にたったひとつしかない「まが玉」を首飾りにして大切に持って帰りました。子どもたち
から、「削るのが大変だったけど楽しかった！」「また作りたい！」などのうれしい感想を聞くこ
とができました。
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トンボ観察会の参加者を募集します！
河西学区まるごと活性化プランＡ「野洲川・法竜川・里川の『水辺空間』満喫プロジェクト」で
は、河西学区在住の小学３年生以上を対象に「トンボ観察会」を開催します。
トンボがどんな環境で生活しているか一緒に観察してみませんか？ご参加お待ちしておりま
す。
日時

８月９日(火)午前９時～午前 11 時（雨天中止）

場所

尼ヶ池水辺公園・河西小学校ビオトープ

集合場所

田中ふれあい会館（川田町 1598-2）

定員

20 名（保護者含む）

対象

河西学区在住の小学３年生以上

参加費

無料

申込並びに

氏名、年齢（小学生の場合は学年）、連絡先を７月 15 日(金)午後５時 15 分までに

問合せ先

河西会館へご連絡ください。
河西会館・公民館（TEL：583-2792

その他

FAX：582-0497）

・定員になり次第募集を締め切ります。
・小学生の場合は必ず保護者同伴での参加をお願いします。
・お子様の体調管理（水分補給含む）及び安全管理については、保護者の責任で行
ってください。
・イベント保険に加入するため、保険会社に申し込み内容の一部を報告します。
・個人情報は厳重に管理し、トンボ観察会に係る内容以外の目的では使用しません。
・新型コロナウイルス感染状況により、中止となる場合があります。

まるごと活性化で
北川原公園のふれあい花壇整備

学区人権・同和問題合同研修会
５月 31 日(火)、自治会長とまちづくり推進

６月 18 日、まるごと活性化プランＡ「野洲

会議人権教育部会員(自治会代表)による「学

川・法竜川・里川の『水辺空間』満喫プロジェ

区人権・同和問題合同研修会」が開催されまし

クト」にて、北川原公園の花壇整備の一環とし

た。人権政策課から自治会での人権学習につ

て、除草作業を行いました。雑草が生い茂って

いての説明を受けた後、自治会別に分かれ、担

いた花壇でしたが、早朝からの作業により、と

当の行政推進班員とともに今年度の自治会で

てもきれいになりました。

の人権学習の計画を策定しました。

プロジェクト部会員の皆様、ボランティアの
皆様、ご協力ありがとうございました。

皆さまの自治会での人権学習会の積極的な
ご参加を通して人権意識の高揚をお願いいた
します。
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河西のびのびほっとステーション
毎日暑い日が続いていますね。ほっとステーションは、現在コロナの影響で時間を短縮
し、午前 10 時から 11 時までの１時間で開催しています。飲み物や着替えをもって気軽
に遊びに来てください。

【７月】
５日

全て火曜日です

七夕飾り制作

※予約制

定員：親子 20 組（先着順）

※定員になり次第締め切ります。

申し込み期間：6 月 20 日（月）～7 月４日（月）
平日の９時～17 時に河西公民館へ直接か電話で申し込み。
※汚れてもよい服装できてください。

1２日

おやつ講座
内容：河西学区健康推進員さんが、おやつのレシピをご紹介くださいます。

19 日

友愛第二児童館

片岡先生とあそぼう！

※予約制

定員：親子 15 組（先着順）※定員になり次第締め切ります。
申し込み期間：6 月 27 日（月）～7 月 15 日（金）
平日の９時～17 時に河西公民館へ直接か電話で申し込み。

26 日

自由あそび

【8 月】
2日

全て火曜日です

地域子育て支援センター

森田先生とふれあい遊び

※予約制

定員：親子 15 組（先着順）※定員になり次第締め切ります。
申し込み期間：7 月 11 日（月）～8 月 1 日（月）
平日の９時～17 時に河西公民館へ直接か電話で申し込み。

９日
23 日
30 日

自由あそび
風船であそぼう♪
わくわく子育て応援プログラム（噛むちから）
講師：守山市 すこやか生活課

歯科衛生士・栄養士

内容:ふーふー、すーすー、お口を使った遊びをご紹介します。
・新型コロナウイルス感染症等の影響により、内容の変更や中止になる場合があります。
・発熱（37.5℃以上）や風邪などの症状がある場合は参加いただけません。
・なるべく自宅で熱を測ってきてください。
ご理解とご協力をお願いします。
お問合せ・申し込み：河西公民館 TEL 077－583-2792
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号
７月の会館・公民館利用予定
日

曜

会館・公民館の予定

５・５交流でさつまいも植え
自主教室

自治会長会
学区民のつどい企画会議
主任児童委員
ちょボラ連絡会

1

金

２

土

４

月

民生委員児童委員協議会定例会

５

火

のびのびほっとステーション

６

水

７

木

８

金

11

月

一般公開ケース研修会

12

火

のびのびほっとステーション

13

水

学区社協子育て支援
学区社協重点項目検討委員会

14

木

地域行政懇話会

15

金

17

日

赤十字奉仕団

19

火

のびのびほっとステーション

20

水

だれでもヨガ

22

金

コーラスさくら

23

土

カンナグループ

25

月

学区社協サロン推進部会研修会

26

火

のびのびほっとステーション
自治会長会三役会

27

水

学区社協福祉啓発部会

28

木

さわやか学級

30

土

学区人権学習会

ケカウラハオフラサークル

カンナグループ
楪の会

だれでもヨガ
ほのぼの学級
コーラスさくら
ケカウラハオフラサークル

５月 23 日(月)、はすねだこども園・河
西幼稚園 の５ 歳 児と河西小学校の５ 年 生
が一緒に学習する「５・５（ゴーゴー）交
流」が開催され、さつまいもの植え付けを
しました。たくさんの地域のボランティア
の方々に見守られ、５年生が５歳児を優し
くリードしながら協力して植えました。前
夜の大雨で水浸しの畑を、早朝よりボラン
ティア の皆さん が整備してくださったお
かげで、子ども達は貴重な体験をすること
ができました。秋にはまた一緒に収穫する
ことが楽しみですね。

だれでもヨガ

ケカウラハオフラサークル

だれでもヨガ

日

時：８月 11 日(木･祝)

10：00～11：30

対

象：守山市民（学生さんも大歓迎）

会

場：北公民館

定

員：30 名

内

容：「認知症ってなぁに？」

大ホール

参加費：無料

認知症の基本知識や接し方を寸劇で学ぶ
申込み：電話または QR コードより
〈問合せ・申込先〉
北部地区地域包括支援センター
TEL：077－516-4160

日

時： ７月 16 日(土)19：00～20：00

集合時間 18：45（体育館入口）

認知症サポーター養成講座

２階

もりもりスポーツ広場に行ってみよう

場 所：河西小学校体育館
定 員：30 人
参加費：無料
持ち物：運動のできる服装、運動ぐつ
飲み物、タオル等
内 容：バドミントン・卓球・ボッチャ等
その他：マスクの着用をお願いします。
＊ご自宅で検温していただき、37.5 度以上
の発熱等の症状がある方などは来場を
控えください。
＊事情により予告なしで中止にする事も
有ります。
【年間開催予定日】

＊毎月第３土曜日

８/20、９/17、10/15、11/19、12/17、１
/21、２/18

