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第 321 号 か（感謝）・わ（和敬）・に（賑わい）・し（信頼）ふるさと河西 

 発行：河西学区まちづくり推進会議 

編集：河西公民館(守山市今市町 160 番地) 

TEL 077-583-2792  FAX 077-582-0497 

kawanishikaikan@city.moriyama.lg.jp 

【河西学区の現況】（10 月 31 日現在） 

世帯数 5,906（前月比＋２） 

人 口 14,956（前月比＋５） 

★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。 

 

 

  

                                   

おめでとうございます   

危険業務従事者叙勲    

【瑞宝双光章】 

山本 喜明 （河西 NT） 元警視正 警察功労 
  

市政功労表彰 

【自治功労】 

    石原 和成  （荒見）  自治会長として、連続 10 年以上在任され、自治会および学区の 

振興に寄与された。 

里内 昇   （荒見）  農政組合長として、通算 10 年以上在任され、農業振興に寄与 

された。 

【社会功労】 

  土田 ひらり （荒見）  「第 52 回全国中学校ソフトテニス大会女子団体戦」において準優 

勝を果たすなど、本市の体育振興に寄与された。 

河西クラブ        「全国ママさんバレー全国大会」において好成績を残し、本市のス

ポーツ推進計画の「誰もが」「どこでも」「いつまでも」という基本理

念の模範となる活動をされ、本市の体育振興に大きく寄与され

た。 

                                 

  

自治振興表彰    

【民生委員・児童委員】  ８年在職し、功績のあった方 

 冨田 千波(阿比留)、岩松 美知惠(川中)、木戸脇 久美子(播磨田)、高谷 益子(笠原) 
 

守山市社会福祉協議会 会長表彰 

【社会福祉功労】  多年にわたり地域福祉等の社会福祉に貢献された方 

 鶴房 正夫(播磨田)、村田 美千代(播磨田)、羽橋 貴子(河西 NT) 
 

【主任児童委員、民生委員・児童委員】 多年にわたり主任児童委員、民生委員・児童委員とし

て活躍され、その功績が顕著であった方  

 岩井 清子(播磨田)、里内 綠(荒見) 

東出 久雄(播磨田)、中西 美智子(小島)、森井 富造(播磨田)、江川 保雄(笠原) 

 内田 教惠(中)、北村 優(喜多) 

 

 

（順不同、敬称略） 

mailto:kawanishikaikan@city.moriyama.lg.jp


 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

第 321 号 

 

令和４年 12 月号 （２） 

 

 

 

 

  

                                   
11 月 10 日から 11 月 11 日に、ここ数年、新型コ

ロナウイルス感染拡大のため実施できていなかった

河西学区自治会長会県外研修を実施しました。研修

先は東京都で、国の政治の中心に位置づけられてい

る国会議事堂や、国際会議の場としても利用される

迎賓館赤坂離宮などを見学しました。国政における

意思決定の過程を体感することができ、よりよい自

治会運営や学区運営の実現に活かせる内容となりま

した。 

 

令和４年度河西学区自治会長会県外研修 

ふゆのえんにち 参加者募集 

【日 時】   令和５年１月 15 日（日） 午後１時～３時   

（受付時間 午後０時 30 分～０時 50 分） 

【場 所】   河西会館（室内） 

【内 容】  けん玉・こままわし・わなげ・皿回し・俳句・折り紙・あやとり 

【定 員】   河西小学校１年生から６年生 30 名（定員になり次第締め切ります。） 

【参加費】  無料 

【持ち物】  飲み物 筆記用具 マスク 動きやすい服装できてください。 

【申込み】  12 月８日（木）～12 月 15 日（木）の平日の午前９時から午後５時までに河西会館ま

でお電話にてお申込みください。 

       河西会館 ☎077-583-2792 

【その他】  食べ物のコーナーはありませんが、昔なつかしい駄菓子のお土産付きです。 

       新型コロナウイルス感染症拡大等の影響で内容の変更や中止になる場合があります。 

【主 催】  河西学区社会福祉協議会 子育て支援部会 

 

 

自治会や各団体、PTA やボランティアなどが、11 月

の「子ども・若者育成支援協調月間」の活動の一環

として 11 月１日に「心と心をつなぐあいさつ運動」

を実施しました。多くの方々が登校する子どもたち

に「おはよう」の声かけをしました。 

心と心をつなぐあいさつ運動  

 

 11 月９日、各種団体連絡協議会の皆様が、

河西会館敷地内の除草作業をしてください

ました。早朝より多くの方にご参加いただ

き、前庭の花壇の草や裏庭の落ち葉をすっか

り綺麗にして 

くださいまし 

た。毎年２回 

の除草作業を、 

いつもありが 

とうございま 

す。 

 

各種団体連絡協議会除草作業 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第 321 号 

 

令和４年 12 月号 （３） 

・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/有線 583-2792 

河西のびのびほっとステーション 

吹き抜ける風が冷たくなってきました。空を見上げると、透き通った青さに心地よさを感

じる季節ですね♪ ほっとステーションは、午前 10 時から 11 時 15 分で開催しています。

お気軽にあそびに来てください(^^♪ 

【12 月】 全て火曜日です 

6 日   新聞であそぼう♪ 

    たくさんの新聞をビリビリしたり、丸めたりしちゃおう‼ 

     ※汚れてもよい服装でお越しください。 

  

13 日  わくわく子育て応援プログラム （絵本のたいせつさ） 

    絵本を介した子どもとのやり取りの楽しさ、声のかけ方を学べる場を提 

供します。たくさんの絵本を用意してお待ちしています。 

 

20 日 ミュージック・ケア   ※予約制 

    音楽に合わせて体を動かすなど、親子で楽しめるプログラムです♪ 

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：１1 月 28 日（月）～12 月 19 日（月） 

    平日の９時～17 時に河西公民館に直接か電話で申し込みしてください。   

【１月】 全て火曜日です 

17 日   自由あそび 

24 日   自由あそび 

31 日   節分制作 

     ※汚れてもよい服装でお越しください。 



令和４年 12月号 （４） 

  

   

第 321 号 

号 

 日 曜 会館・公民館の予定 自主教室 

２ 金 
民生委員児童委員協議会企画会議 

自治会長会 

コーラスさくら 

ケカウラハオフラサークル 

３ 土 
ソープフラワーアレンジ講座② 

河西学区人権学習会 
 

４ 日 赤十字奉仕団  

５ 月 民生委員児童委員協議会定例会 楪の会（俳句） 

６ 火 のびのびほっとステーション  

７ 水  だれでもヨガ 

９ 金 市内公民館学級合同クリスマス会 
コーラスさくら 

ケカウラハオフラサークル 

10 土  カンナグループ 

12 月 自主教室大掃除  

13 火 のびのびほっとステーション  

14 水 さわやか学級 だれでもヨガ 

15 木 ほのぼの学級  

16 金 学区社協子育て支援部会 ケカウラハオフラサークル 

18 日 赤十字奉仕団  

20 火 
のびのびほっとステーション 

重点項目検討委員会 
 

21 水  だれでもヨガ 

22 木 学区社協福祉啓発部会  

23 金  コーラスさくら 

24 土  カンナグループ 

26 月 自治会長会三役会  

28 水 民生委員児童委員協議会企画会議 だれでもヨガ 

 

12 月の会館・公民館利用予定 
 

日 時：12 月 17 日(土)19：00～20：00 
集合時刻 18：45（体育館入口）  

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

控えてください。 

＊事情により予告なしで中止にする事も

あります。 

 【今後の開催予定日】  ＊毎月第３土曜日 

１/21、２/18 

【問合せ】かわにしスポーツクラブ事務局 

（河西会館） TEL/有線 583-2792 
 

もりもりスポーツ広場 

 
 

11 月４日と７日に河西幼稚園とはすねだこども園

の５歳児と河西小学校の５年生が、春に植えたさつま

いもの収穫をしました。学校ボランティア「さざなみ

会」の皆さんにご指導いただきながら、５年生が５歳

児を優しくリードし 

て、一緒に掘り起こ 

しました。土の中か 

らお芋が出てくる度 

に、嬉しそうな歓声 

が上がっていました。 

河西会館・公民館は 12 月 29 日(木)から１月３日

(火)まで休館します。年始は１月４日(水)より通常

通り開館します。 

エルセンター親子体験教室 

『親子で学ぶ考える防災教室』 

日時：12 月 25 日（日） 

午後１時 30 分から３時まで 

場所：エルセンター大会議室 

対象：市内在住の小学生と保護者 

定員：15 組  受講料：1,000 円 

講師：大阪ガス 地域コミュニティ室 

申込期間：11 月 20 日（日）から 

12 月 11 日（日）まで 

内容：地震など大災害がおきた後のライフ

ラインが使えない状況でも強く生き抜く

知恵や知識をクイズを通して学びます。ま

た、紙食器や紙スリッパづくりも体験し、

防災クッキングも学びます。 

【申込・問合せ】エルセンター583-5558 

５・５交流 芋ほり体験 

 
 

10 月１日から 12 月 28 日にマイナンバ

ーカードを新規申請し、令和５年３月 31日

までにマイナンバーカードを受け取った

人に、5,000 円分の商品券を進呈します。 
 

特設会場（市役所大ホール）にて、平日は

午前９時～午後４時、休日（第１・２・４

日曜日・第３土曜日）は午前９時～午後３

時に申請受付をしています。 

【問合せ】市民課 582-1122 

 

マイナンバーカードをつくるなら今！ 


