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《 中洲学区２１活動協議会 新役員のみなさん 》 （敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                       

   

 

 

 

 

 

 

本年度は、新型コロナウイルス感染拡大予防のため、各部会の開催が中止となり、 

報告が遅くなりましたが、関係者の方々のご協力によりスタートを切ることができ 

ました。今後の活動に向けて「中洲はひとつ！」を合言葉に、地域のみなさんのお力 

を結集し、中洲学区の事業を大いに盛り上げていけるようご協力をお願いします!! 

野洲川は「近江太郎」と呼ばれるほど、湖国一の暴れ川。 

江戸期の 300 年間に 38 回、明治以降は 20 回の大氾濫がありました。

氾濫が起こるたびに、農民は堤防を高くして農地を守ろうとしました。

しかし、南北に分かれた野洲川は下流にいくほど川幅が極端に狭く、

蛇行していたために流れが遅くなり、川底の土砂は積みあがっていっ

たのです。人々と洪水との闘いは、皮肉なことに野洲川下流域を典型

的な天井川にし、これが原因となって堤防が決壊し、溢水して大きな

被害を生じることを繰り返しました。天文 6 年（1537 年）から 13 年

にかけて戸田堤が何度も切れ、戸田（現立田）と周辺の村の流水家屋

は 900 戸以上あったそうです。明治 29 年の台風 13 号では、新庄と稲

荷の堤が切れ、死者 7 名、浸水家屋 78 戸。「ロープのような太さの雨

が降った」と記録にあります。 

○公  

４月末、野洲川の堤防近くの幸津川町地先

で菜の花が満開になり、子どもたちがかく

れんぼをするなど、多くの人が訪れていま

した。ウエディングドレス姿が・・「結婚式

の前撮りに来た」というカップル。まさに、

「しあわせの黄色い菜の花」ですね。 

 春の中洲を彩ってくれました。 

野洲川の歴史をたどる 
 

明治 29 年の洪水箇所 

この菜の花は、勝部の火祭りで使う「菜

種がら」の収穫目的に植えられたもの。

国の選択無形民俗文化財に指定されて

いる「すし切り」神事がある幸津川自治

会が文化財保護に協力しようと、３年

前、勝部自治会と提携しました。 

中洲はひとつ！ 

“しあわせの黄色い菜の花“見っけ！ 
 

会　長 中西　義夫 （小浜）

副会長 林　浩太郎 （新庄）

副会長 大木　智子 （幸津川）

上路　美智代 （幸津川）

西堀　貴裕 （新庄）

西堀　貴裕 （新庄）

服部　重信 （服部）

辻　　秀嗣 （立田）

上路　行夫 （幸津川）

勝見　吉孝 （小浜）

服部　正子 （服部）

中川　明美 （立田）

中西　偉久子 （小浜）

中西　義夫 （小浜）

 総合型地域スポーツクラブ

　監　　事

　広報委員会

会　長 冨田　秀圓 （立田）

副会長 上畑　義宏 （幸津川）

部会長 上路　冨治枝 （幸津川）

副部会長 服部　正子 （服部）

部会長 西本　麗子 （小浜）

副部会長 中川　明美 （立田）

部会長 谷口　高子 （立田）

副部会長 中西　偉久子 （小浜）

会　長 津田　敦史 （服部）

副部会長 辻　　秀嗣 （立田）

部会長 中島　　弘 （幸津川）

副部会長 勝見　吉孝 （小浜）

部会長 津田　敦史 （服部）

副部会長 中島　義訓 （新庄）

部会長 辻　　秀嗣 （立田）

副部会長 中村　和久 （新庄）

　・人権教育部会

　・市民活動部会

〇 社会福祉協議会　

　・地域福祉部会

　・啓発部会

　・ボランティア部会

〇 まちづくり推進会議

　・青少年育成部会



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回 中洲学区すこやかサロン中止のお知らせ 

 
緊急事態宣言が解除されましたが、３密を避け

るため、次回のすこやかサロンを中止いたします。

こども園児との交流を楽しみにされていた方に

は、大変申し訳ございませんが、ご理解いただきま

すようお願い申し上げます。 

 

＜中止するサロン＞ 

令和２年７月９日（木）中洲こども園児と交流 

＜次回（第３回）の予定＞ 

令和２年 12 月 2 日（水）寄せ植え 

自治会すこやかサロン・ 

ミニサロンのお知らせ 
 

各自治会のご案内を確認して

ください。 

 

脳活してみませんか？ 

 

 今回は面白い川柳をピックアップし、クイ

ズにしてみました。みなさんだったら、どん

な言葉を入れて、川柳にしますか？  

◯には、一文字ずつ入ります。 

 ではでは、イマジネーションを働かせて楽

しんでください！！ 

 

(あ)自己紹介 趣味と○○をひとつずつ 

(い)立ち上がり 用事忘れて 又○○ 

(う)手をつなぐ 昔はデート 今○○ 

(え)オレオレに 亭主と知りつつ 

           ○○切る 

(お)恋におぼれるのが 18 才  

お風呂でおぼれるのが○○才 

(か)久しぶり ○が出ないまま  

じゃあまたね 

(き)こないだと ○○年前の話する 

(く)この頃は 話も○○○も噛み合わず 

(け)何回も話したはずだが ○○だ！ 

(こ)帰宅して うがい手洗い○○○ 

 

 いかがでしたか？◯の箇所の言葉は次の通

りです。 

 

(あ)病気   (か)名 

(い)座る   (き)５０ 

(う)介護   (く)入れ歯 

(え)電話   (け)初耳 

(お)８１   (こ)皿洗い 

中洲学区第３次福祉のまちづくり推進活動計画 

～しあわせなまちづくり～ 

地域福祉推進員 中村 綾子 

中洲には、人・自然・歴史・伝統等の“たからもの”

がたくさんあります。暮らしの知恵や工夫、住民どうし

のつながりや自然体のささえあいも残っています。それ

を”たからもの”とし、魅力的なまちづくりを地域が主

体となって進めることを目指し「中洲おたがいさん大作

戦地域資源有効活用」としました。 

今回作成したマップは、中洲にある神社仏閣・スペシ

ャリスト・店舗・福祉施設・避難場所・公園等々を記載

しています。ご近所にある身近な物や野洲川に生息して

いる鳥も掲載し、手に取って楽しく見てもらえるように

工夫しました。また絵本では、主人公である一羽のカワ

セミと中洲っ子３人組が、暮らしの中で感じた事や経験、

新しく知ったことを中洲の良いところとして気づき、私

たち大人に再認識させてくれます。 

マップや絵本は、中洲おたがいさん大作戦を中心に中

洲学区で活躍している各種の団体さんやスペシャリスト

と活用していく予定です。時にはマップを手にみんなで

中洲を巡ったり、中洲産の野菜や果物でクッキングやあ

めんぼうでイベントをしたり、みんなで楽しく関わり合

いながら、元気で安心・安全に暮らし続けられる、魅力

ある中洲のまちづくりの一助となるように取り組みま

す。 

そして、“一番のたからもの”である子どもたちが心豊

かに育つよう、また持続可能なまちづくりの担い手とな

ってくれることを願っています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～タオルで勝負！～ 

◇◆◇◆◇スキマ時間の“ちょこっと遊び”親子で体を動かしましょう。◇◆◇◆◇ 
(kodomoe より) 

なかす子育て情報♪  

～問い合わせ～ 中洲公民館 ℡/有線 585-2004 

～すきないろをぬりましょう～ 

タオル遊びは自由自在。ひっぱりっこで腕や足の力がつき、

体幹も鍛えられます。 

頭や手足に乗っけて歩けば、バランス感覚もアップ。 

洗濯物をたたむお手伝いのついでにいかが？ 

～顔体操～ 
 

いないいない「ばあ」で、思い 

っきり変顔を！ 

親子で表情を揃えたり、よりおも

しろい表情を競ったり。 

笑ってコミュニケーションを 

取りながら、顔のリフトアップ 

までできちゃいます。 

アジサイがきれいに色づきはじめる季節となりました。 

新型コロナウイルスの影響がつづく中、気温・湿度共に上がる季節を迎えます。 

こまめな水分補給をこころがけ、この時期から増える熱中症や暑さ対策など十分に気を付け 

ましょう。 

握る力や踏ん張る力もつき

ます。反動で転ばないように

注意して。 

のせたまま歩いたり、目を 

つぶって片足立ちしたり。 

子どもが喜ぶ遊び方を見つ 

けて。 

タオルを落とさずたくさん

のせた方が勝ち！ 

片足でうまくバランスを取

れるかな。 

 

「顔を真ん中に集めよう～！」 

「下だけ動かして！」と、声掛けし 

表情バリエを楽しんで。 

～ベビーカー熱中症～ 

ベビーカーでの外出は地面に近く温度が高くなり

やすいばかりでなく日よけで覆ってしまうと、紫外

線はカットできる一方で風通しが悪くなり、熱や湿

気がこもりやすくなります。また、乳幼児は体温調

整が未発達で、大人よりも熱中症にかかりやすいと

いわれています。 

～お出かけ時の注意～ 

・お出かけ前に水分補給 

・お出かけの時は最低一人１本 500 ㎖以上の 

水分を持ち歩く 

・暑いなと感じたら、日陰や涼しい 

場所に入る    〈アサヒ飲料より〉 



第 470号中洲の窓              令和２年６月号                  (４)  

 

  

 

 

 

       

 

 

 

１日(月) 民生委員・児童委員協議会定例会 

２日(火)  子育てサロンひまわり（中止）    

自主教室ポケポケ教室（中止）        

３日(水)  自治会長会                     

自主教室はつらつ体操（中止）      

フリーデー（中止）  

  ９日(火)  子育てサロンひまわり（中止） 

10 日(水)  自主教室はつらつ体操 （中止）     

フリーデー（中止）                 

12 日(金)  なかよしほっとステーション（中止） 

16 日(火)  子育てサロンひまわり（中止）          

自主教室ポケポケ教室（中止）  

わいわいクラブ定例会  

17 日(水) なかよしほっとステーション（中止） 

         自主教室はつらつ体操（中止） 

19 日(金)  自主教室リフォーム教室（中止） 

23 日(火) 子育てサロンひまわり（中止）  

24 日(水) 自主教室はつらつ体操（中止）      

フリーデー（中止）    

  26日(金) なかよしほっとステーション（中止） 

 30日(火） 子育てサロンひまわり（中止）  

 

子どもの成長を願う「ちまき祭り」中止に 
毎年 6 月第 3 日曜日に行われる 

「ちまき祭り」（幸津川）は江戸 

時代から始まった子どもの成長を 

願う祭り。神輿をかつぐ法被姿の 

子どもたちはみな、腰に「ちまき」 

の入ったビニール袋をさげています。「ちまき」は、 

休憩の時、子どもたちのおやつになります。 

健康のび体操は、バンドを利用した体操で、身

体の柔軟性を高め、不良姿勢や生活動作の改善を

めざすものです。ぜひ、体験してみましょう。 
場 所： 北公民館１階 和室 

日 時：６月 29日（月）10 時から（１時間） 

対象者：医師からの運動制限を受けていない人で 

下記の要件を満たしている人 

(1)市内に住所を有する 65歳以上の人 

    (2)市内に住所を有する 65歳未満の人 

      (今後自主グループ活動を主体的に運営 

       いただける人) 

持ち物：バスタオルやヨガマット、動きやすい服装

お茶、汗拭きタオル 

※のびのびバンドは貸与 

定 員 ：15名（先着順） 

申込期間： ６月１日(月)～12日(金) 

申込先 ：守山市地域包括支援センター 

       （すこやかセンター１階） 

        TEL 077-581-0330  

申込方法・詳細は、電話、もしくは、直接窓口で    

その他 ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため                                                

     延期や中止になる場合があります。 

 
公民館の裏手にある「野洲川中洲親水公園あめんぼう 

（通称あめんぼう公園）」。とっても気持ちの良い場所です

が、ここでバーベキューをした人がいたようです。しかも、

ゴミの始末が！！ 公園はバーベキュー禁止です。だれもが

気持ちよく過ごせる場所であって欲しいですね。後片付けを

してくださったシルバーさん、ありがとうございます～ 

緊急事態宣言が撤回され気持ちも緩みがちですが、まだまだ

新型コロナの脅威はあります。 

皆さん、くれぐれも気を付けましょう。 

 

 

 

伝統の味、「ちまき」を 

作ってみましょう 
 

青パト日記 
 

祭りの時には各家庭で 200～300 個を作るそうです。 

ヨシの葉を使うところが湖国、滋賀県らしいですね。 

伝統の味、ぜひ、挑戦しましょう。 

中洲会館・公民館６月行事予定 

今年度受講生を募集したところ、18 名の方

にお申込みいただきました。５月に第 1 回

目の学級開講式を予定していましたが、新

型コロナウイルス感染拡大予防のため、７

月まで中止となりました。このような事態

の中にもかかわらず、受講生の方から「楽し

みにしているよ！」とお声を頂き、大変うれ

しく思っています。   

健康のび体操体験会 参加者募集！ 
 


