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区分 

使用料 

午前（９時～12時） 午後（13 時～17 時） 夜間（17 時～22 時） 

改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後 

平日 
一般 450 円 490 円 660 円 720 円 1,700 円 1,800 円 

自主教室等 220 円 240 円 330 円 360 円 850 円 900 円 

土・日曜日 

および休日 

一般 1,100 円 1,200 円 1,500 円 1,600 円 1,700 円 1,800 円 

自主教室等 550 円 600 円 750 円 800 円 850 円 900 円 

○公  

 

 
確定申告のお知らせ 
 

中洲学区人権学習会のお知らせ 

【日 時】 ２月１８日（金）午後７時３０分～９時 

【場 所】中洲公民館 ２階 大ホール 

【講 師】大阪市立大学・追手門学院大学非常勤講師 

大北 規句雄（おおきた きくお）さん 

【 】「福祉と人権のまちづくり」 

【定 員】30名（どなたでも参加できます） 

【申 込】 ２月１４日（月）まで 

マスク着用、検温をお願いします。 

体調不良の場合は参加を見合わせてください。 

 

主 催：中洲学区まちづくり推進会議人権教育部会 

共 催：守山市地域総合センター 

≪申し込み・お問合せ≫ 

中洲公民館 電話・有線 585-2004 

☆おめでとうございます☆ 

詳細は税務課（TEL：582-1115）まで 

令和３年分所得税確定申告の日程は下記の通りです。

対象の方は忘れずにお越しください。 

   午前の部  午前 9時～11時 30分 

   午後の部  午後 1時～ 3時 30分 

☆ 午前 8時から整理券を配布（午前・午後とも） 

 開 催 日   時 間    対 象 自 治 会    会  場 

 午  前  幸津川 

 午  後  幸津川・小浜 

 午  前  立田 

 午  後  立田・新庄・服部 

３月１４日（月） 

３月１５日（火） 
午前・午後  市内全域 

 中洲会館 

 市民ホール 

２月１５日（火） 

２月１６日（水） 

公民館使用料の改定について（令和４年４月１日使用分から） 

令和４年守山市消防出初式において、消防活動等に功績のあった方々への表彰が行われ、中洲学区から次の皆さん

が受彰されました。（敬称略） 

守山市長表彰           守山市長優良団員表彰         

守山市消防団長表彰     守山市消防団長優良団員表彰   

滋賀県消防協会長表彰   勤続表彰（１０年勤続表彰） 

                        精励章表彰（銅章）           

  １５年以上３０年未満勤続感謝状  

                       勤続５年以上１５年未満感謝状   

 ５年勤続表彰                 

                       優良消防団員表彰             

 勤続２０年以上感謝状          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 気を付けよう「低温やけど」  

 

「低温やけど」とは、短時間では問題にならない

温度ですが、長時間にわたって使用したことが原因

でおこるやけどのことです。自覚症状が現れにくく

ご本人も気づかないうちにやけどが悪化しているこ

とが多く、高温でのやけどよりも重症化しやすいと

されています。 

冬場に使用する電気ストーブやこたつ、使い捨て

カイロ、湯たんぽ、電気毛布、また、暖房便座・温

水洗浄便座も、低温やけどに注意が必要です。 

もし、低温やけどになってしまったら、すぐに流

水で洗い、水疱が出来ていたらつぶさないようにし

てください。そして早目に医療機関を受診しましょ

う。 
 
低温やけどの予防方法  
電気ストーブ、こたつなどの暖房器具  

ある程度部屋が温まったら一度切っ 

て、つけっぱなしにしないようにしま 

しょう。オフタイマーなども活用して 

ください。飲酒・服薬時は気づかない 

うちに寝てしまうことも多いので、特 

に注意が必要です。 
 
貼るタイプの使い捨てカイロ  
肌に直接貼らず、衣服の上から貼るようにしま 

しょう。 
 

守山市北部地区地域包括支援センター 

電話 077-516-4160 

 

 

守山市社協による心配ごと相談会開催 

 

ご近所トラブル、ひきこもり、家計のやりくり

等の生活の困りごとについて、気軽にご相談く

ださい。 

日時：令和 4 年 3 月 3 日(木) 9:30～12:00 

会場：中洲会館 1 階 講習室 

問い合わせ先：守山市社会福祉協議会 

TEL:077-583-2923（予約不要） 

 

秘密厳守 

見守り支え合い活動 

中洲学区社会福祉協議会では、ひとり

暮らしなどで見守りが必要な方に、民生

委員・児童委員さんと福祉協力員さんに

協力していただき、毎月「おたっしゃで

すか通信」をお届けしています。 

  

  学区すこやかサロン開催のご案内 
 

下記のとおり、すこやかサロンを開催させていただきます。 

参加ご希望の方は、２月１０日（木）までに中洲会館（電話 585－2004）へお申し込み

ください。 

 

※新型コロナウイルス感染状況により中止する場合があります。 

 

日 時 ２月 17 日（木）13 時 30分～15 時 

場 所 中洲会館 １階和室 または ２階大ホール 

内 容 体操・レクリエーション 

対象者 中洲学区にお住まいの 70 歳以上の方 

参加費 無料 

 

小小浜バス停 12:4０⇒服部出荷場 12:50⇒新庄こすもす 12:55⇒立田出荷場 13:05⇒ 

立田バス停 13:10⇒にじいろ 13:15 

 

 

 



中洲なかよしほっとステーション 

＆子育てサロン「ひまわり」 

時 間  午前１０時から１１時３０分頃 

 対象者  ０歳から未就学の子どもとその保護者 

費 用  参加無料（必要に応じて材料費などの負担あり） 

持ち物  飲み物など 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

なかす子育て情報♪  

～問い合わせ～ 中洲公民館 ℡/有線 585-2004 

冬も折り返しを迎えましたが、引き続き新型コロナウイルス、インフルエンザなどの感染症に 

注意をしなければなりません。体調管理をしっかりと行い、この寒い季節を乗り切りましょう。 

４日(金) わくわく子育て 
         応援プログラム  

        ～あそびは学び②～ 

    家庭にある玩具を通して、親子のやり取り 

が楽しめる遊びを提供し、子どもへの声の 

かけ方を学んでいただきます。 
  

９日(水) リズムあそび 
手作り楽器やすず、ベルで遊びましょう。 
 

２５日(金) ひなまつり制作 
   おひなさまを作りましょう。 

    ※汚れても良い服装でおこしください。 

ほっとステーション3 月の予定 

 
２月１日・８日・１５日・２２日 

３月１日・８日・１５日・２２日 

２９日（すべて火曜日） 

自由遊びや絵本の読み聞かせ、制作、バナ 

ナくん体操など、ひまわりボランティアさん

と一緒に楽しい時間を過ごしましょう。 

公民館の掲示板には、みんなで作った季節 

の作品を展示します。 

絵本の貸し出しもしています。 

ほっとステーション2 月の予定 

新型コロナウイルスの感染状況によって、予定が 
変更・中止になる場合があります。 

子育てサロン「ひまわり」 

２月と３月の予定 

１月のほっとステーションと子育てサロン「ひまわり」の様子 

ひまわり 

ほっと 

ベビーほっと 

４日(金) ベビー 
ほっとステーション 

    地域子育て支援センターの森田先生に 

おこしいただきます。 
    

１１日(金) つまみ細工体験 
吉田彩加枝さんにおこしいただき、つまみ 

細工のお花をあしらったフォトフレームを 

作成していただきます。  
 

１６日(水) 人形劇団かにこぞう 
   かにこぞうさんによる、人形劇やお歌など 

みんなで楽しい時間を過ごしましょう。 

     
    
３月１１日(金)は、つまみ細工体験を予定しております。

先着１０組の予約制となりますので、２月 9日（水）から

３月 4日（金）までの平日に、中洲公民館までお申し込

みください。 

材料費 200円は当日集金させていただきます。 

 

 

子育て中の保護者の方々の情報交換

やお友達作りの場として、中洲公民館で

開催しています。 

ボランティアさんと一緒にお待ちし

ておりますので、ぜひご参加ください。 

はじめての方も大歓迎です。 

つまみ細工体験で作成する 
フォトフレーム 

 

ベビーほっとステーションは、０歳のお子さんとそ

の保護者の方を対象に２カ月に 1回開催しています。 

情報交換や悩み相談、身長＆体重を計っていただく

こともできます。（バスタオルをお持ちください。） 
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日 曜 会館・公民館事業 自主教室等 

1 火 子育てサロンひまわり  

２ 水  はつらつ体操 

4 金 なかよしほっとステーション   

７ 月 学区民生委員・児童委員協議会   

8 火 子育てサロンひまわり   

９ 水 
自治会長会 

はつらつ体操 
なかよしほっとステーション 

10 木 ふれあい学級第１１回学習会   

15 火 

確定申告 
午前（幸津川） 

 
午後（幸津川・小浜） 

子育てサロンひまわり  

わいわいクラブ定例会  

16 水 確定申告 
午前(立田) 

はつらつ体操 
午後(立田･新庄･服部) 

17 木 学区すこやかサロン  

18 金 中洲学区人権学習会 リフォーム教室 

19 土 中洲産手作り味噌教室（まるごと活性化）    

22 火 子育てサロンひまわり   

25 金 なかよしほっとステーション   

26 土 青少年育成部会   

※ ポケポケ教室は 2月から閉室されました。 

※ 新型コロナウイルスの感染状況により、行事は中止や変更、 

延期の場合がありますのでご注意ください。 

中洲会館・公民館２月行事予定 

第 10回 中洲ふれあい学級  

１月２１日（金）、人形劇団「かにこぞう」さんをお招

きしました。人形劇、お話パネル、南京玉すだれ等を鑑

賞し、簡単な紙のマジックを教わりました。かにこぞう

さんの七変化を童心に返って楽しみました。 

中洲ふれあい学級  

～～手作り味噌教室～～ 
 

「自主教室」とは同じ目的に向かって仲間同士で学び

あい、自主的に学習する仲間の集まりです。 

■申請期限 令和４年２月２８日(月)まで 

■申請場所 開設したい公民館の窓口 

■開設期間 令和４年４月１日～令和５年３月 31日 

■開設基準    

・構成員８人以上（うち２/３以上が市内在住・在勤者） 

・１回２時間程度、1か月４回以内の活動 

 その他、内容の規定などがあります。 

※営業を目的として活動している教室および個人での

申し込みはできません。 

■市の支援    

・公民館の使用料を 50％減免します。 

■申請書設置場所  

各公民館および守山市役所内の社会教育・文化振興

課に設置しています。 

【その他詳細は、各公民館または社会教育・文化振興

課（℡５８２-１１４２）にお問い合わせください】 

令和４年度 公民館「自主教室」の 

  開設を受け付けます！ 

 

２月１９日（土）に開催します、中洲学区まるごと活

性化Ｃプロジェクト主催「中洲産手作り味噌教室」は、

ご好評につき定員に達し、申込受付を終了いたしまし

た。たくさんのお申込み、ありがとうございました。 

満員御礼 

小浜の伝統行事「勧請
かんじょう

吊
つ

り」 

令和４年１月９日（日）、小浜町で約８００年前から続くと

される伝統行事「勧請吊り」が営まれました。 

早朝より大日堂に５０歳以上の男性３２人の氏子が集ま

り、約１５ｍの長さの大しめ縄を手作りし、肩に担いで掛け

声をかけながら練り歩き、町内の天満宮と八幡宮に奉納し

ました。 


