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『守山往来』によると、戸田村（現立田町）

では、天文６年（1537 年）、7 年の水害で

900 戸が流出、8 年には 100 戸、12 年にも

100 戸余りが流されました。翌 13 年にも戸

田堤が決壊。田畑は土砂に埋もれ、食べ物

もなく人々は途方にくれました。村人はメ

ドキという 50 本の細竹で占ったところ、

「大蛇の仕業であるから人身御供をせよ」

とのこと。そこで、戸田村の庄屋であった

奥野忠左エ門は、荒れ狂う野洲川をしずめ

るため、堤防に掘られた穴に娘の愛を人柱

として捧げました。それ以来、どんな大雨

でも決壊せず平和の日々が続いたとか。村

人は愛の霊を弔うために祠を建てました。

愛の内明神、「ちりんさん」と呼ばれ、地

鎮社として現在も祭祀されています。 

各部会の主要事業は下記の通りです。地域のみなさん、ご参加ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

○公  

野洲川の歴史をたどる 
 
愛の内明神「ちりんさん」 

“中洲学区２１活動協議会”各部会が始動しました！ 

 

「2020 なかす夏まつり」 
（８月１日）は中止になりました! 

 地域の皆さんが楽しみ

にしている「なかす夏

まつり」ですが、残念な

がら、今年は新型コロ

ナの感染予防を考慮し

て中止となりました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中洲学区の各種団体は、11 団体あります。残念ながら、どん

な活動をしているのか、あまり知られていないことがあります。 

そこで、各種団体さんをご紹介していきたいと思います。まずは、

連続シリーズで健康推進員さんが登場します！！ 

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。 

 

こんにちは！健康推進員です！ 
 

 

「私達の健康は私達の手で」をスローガンに、中洲学

区では今年度 9 名で活動しています。今回は、主な活

動についてご紹介します。 

学区では、「親子料理教室」「ほっとステーションおや

つ作り」「ふれあい学級ランチ作り」を実施しています。

活動の幅を広げられるように、定例会も行っています。 

市連絡協議会では、運動・虫歯予防・離乳食・食育推

進・たばこ・こども・食生活改善の７部会があり、興味

のある分野で活動し、知識を増やします。また、年間 3

回程度ですが、生活習慣病の講習や運動・料理について

指導を受ける現任講習会が開かれ、とても勉強になり

ます。 

自分や家族の健康を考え、 

学んだことを地域の方々に 

発信していきたいと思い、 

楽しく活動しています。 

興味をもたれた方は、ぜひ 

一緒に活動しませんか？（担当：浦井美和子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度中洲学区 

すこやかサロン開催の変更について 
 

 感染症の感染拡大防止のため、第１回・

２回を中止させていただきました。楽しみ

にしていらっしゃった皆さん、申し訳あり

ませんでした。また、いつもお世話になっ

ていますサロンボランティアさん、日程の

再調整をお願いし、ご迷惑おかけしており

ます。 

 少し先にはなりますが、すこやかサロン

開催に向けて、準備を進めさせていただき

ます。ご参加お待ちしております！ 

 

 

 

１２月 ２日（水）寄せ植え 

＜新庄・服部・立田・小浜の方＞ 

午前 10 時～11時 30分 

 ＜幸津川の方＞ 

   午後１時 30分～３時 

＊昼食の提供はありません。 

２月 1９日（金）健康体操 

午前 10 時～午後１時 30 分 
   

サロンの詳細につきましては『中洲の窓』

や自治会ミニサロンでお知らせします。 

暗号読解パズル 

① ～⑥にある数字をそれぞれ●▲■★のマークに変換し、①～ 

⑥の順番を変えたものが右の A～F で示されています。マーク 

が示す数字を推測して、①～⑥と同じ並びをしている A～F を 

探し、線でつないでください。 
 

①５５７８・    ・A ●■★●   マークと 

②２５８７・    ・B ■■●★  数字の対応欄 

③５２８５・    ・C ●●▲★   ●＝   

④２２５８・    ・D ■●★■   ▲＝   

⑤７８７８・    ・E ▲★▲★   ■＝   

⑥２５８２・    ・F ■●★▲   ★＝   

おまけ!！ 

計算してね(^-^) 

よんひくにたすいち

たすろくひくさん＝

なに? 

脳活してみませんか？ 



子育てサロン「ひまわり」 

開催日  毎週火曜日  

内 容  自由遊び、手遊び、工作 

紙芝居や絵本の読み聞かせなど 

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 

中洲なかよしほっとステーション 

開催日  第３水曜日、第 2・4 金曜日 
      （会館都合により変更の場合あり） 

内 容  自由遊びのほか、専門の先生と 

ふれあい遊び、講座など 

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 

学区のボランティアさんが、自由あそびを中心

に毎回楽しい企画・活動をしています。 

地域の子育てサポーターさんが、 

見守りと協力をしてくれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なかす子育て情報♪  

～問い合わせ～ 中洲公民館 ℡/有線 585-2004 

梅雨に入り、むしむしと暑い日が続いていますね。 

熱中症に気を付けて、暑い夏を元気に乗り切りましょう。 

中洲会館では、子育て中の保護者の方が遊びや学習を通じて、楽しく情報交換をしていただける

場として、「なかよしほっとステーション」「子育てサロンひまわり」を開催しています。 

 

中洲なかよしほっとステーションは、7 月

より、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大防止策を講じながら、フリーデーとして

再開します。 

和室を開放して、みなさんに自由に遊んで

いただきたいと思います。 

ぜひ、ご参加ください。 

 開放日時：7 月 10 日(金) 
15 日(水)  
10：00～11：30 

 
 

 

子育てサロンひまわりは、 

7 月と 8 月、お休みさせ 

ていただきます。 

ほっとステーションに 

参加のみなさまへ 

会館に来られたら、チェックシートへのご記入

をお願いします。 

・お熱(37.5℃以上)は、ありません。 

・咳、鼻水、のどの痛み、おう吐、下痢、腹痛、

発疹などの自覚症状はありません。 

・過去 14 日以内に新型コロナウイルス感染 

症の方との接触や、拡大地域へ行ったことは 

ありません。 

   

2 歳未満の子どもにマスクは不要 

むしろ危険！ 
乳児のマスク使用ではとても心配なことがあります。 

・乳児の呼吸器の空気の通り道は狭いので、マスク 

は呼吸をしにくくさせ、呼吸や心臓への負担になる 

・マスクそのものやおう吐物による窒息のリスクが 

高まる 

・マスクによって熱がこもり熱中症のリスクが高まる 

・顔色や口唇色、表情の変化など、体調異変への気づ 

きが遅れる 

など、乳児に対する影響が心配されます。 

公益社団法人 日本小児科医会資料より 

もう少しお待ちくださいね。 

すきないろを

ぬってみよう 

☆暑い時期ですので、水分補給のための、飲み物
をご持参ください。 

 



第 471号中洲の窓               令和２年７月号                   (４)  

  

 

日 曜 会館・公民館事業 自主教室等 

1 水   はつらつ体操 

2 木 学区民生委員・児童委員協議会   

3 金 世界記録挑戦プロジェクト   

7 火 

 

ポケポケ教室 

8 水 自治会長会 はつらつ体操 

10 金 なかよしほっとステーション   

13 月 中洲おたがいさん大作戦   

行政懇話会   

15 水 なかよしほっとステーション はつらつ体操 

17 金 世界記録挑戦プロジェクト リフォーム教室 

21 火 わいわい定例会 ポケポケ教室 

22 水   はつらつ体操 

 

熱中症予防のポイント 
 

１、暑さを避ける。感染症には冷房中の換気が

必要ですが、室内の温度が高くならないよ

うこまめに設定しましょう。 

２、適宜マスクをはずしましょう。気温、温度

が高い時や負荷がかかる作業・運動の際

は、周囲の人と距離をもって適宜マスクを

はずしましょう。 

３、のどが渇かなくてもこまめに水分補給を。

高齢者、幼児、障害のある方には周囲が気

を付けましょう。 

４、日ごろから健康管理を。睡眠、食事をしっ

かりとり生活リズムを整えましょう。体温

測定など健康チェックを行い体調が悪い

と感じた場合は、自宅で静養しましょう。 

５、暑さに備えた体力づくりを。外出自粛の影

響で体力の低下や暑さに慣れていない場

合は、熱中症リスクが高くなります。 

３密をさけながら、適度に 

運動をしましょう。 

中洲会館・公民館７月行事予定 

特別定額給付金の申請はお済みですか？  

特別な事情がないかぎり、締切は 8 月 25 日で

す。まだの方はお早めに 

お済ませください！ 

 

お問い合わせ窓口は 

守山市特定給付金本部（守山市役所総務課内） 

電話 077-582-1145 

 

 

中洲ふれあい学級 

「給付金」の申請をお忘れなく！ 

熱中症にご注意ください 
 

中洲小学校も 6 月から子どもたちの登校が始まりました。   

公民館周辺もにぎやかです。新型コロナの不安はまだまだ続きます

が、何気ない日常がかけがえのない日々だなと思わずにはいられま

せんね。これから暑くなってきます。疲れが出てくる時期でもある

ので、皆さん、気を付けましょう 

青パト日記 
 

鎮守の森の 紫陽花
あ じ さ い

が 

咲き始めました！ 
鹿嶋神社（立田町） 

今年も鹿嶋神社の境内に植えられて

いる約1000株の紫陽花が見ごろを迎

えました。紫陽花は地域の人たちが植

栽、手入れをしています。梅雨を迎え

る時期、鎮守の森に咲く、青、ピンク、

白、様々な紫陽花がさわやかですね。 

炎天下や蒸し暑い場所での作業や運動で、汗ととも

に体から水分や塩分が多く失われると「熱中症」に

なる恐れがあります。短時間で重傷となることがあ

り、命に関わることもあるので注意しましょう。 

 


