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除草作業、ありがとうございました 
～守山市シルバー人材センター中洲班～ 

 
１０月１３日（水）、守山市シルバー人材センター中洲

班の方々19 名が、地域貢献活動の一環で、中洲会館

敷地および周辺の除草作業をしてくださり、とてもきれい

になりました。ありがとうございました。 

まちづくり推進会議 人権教育部会より 

2021人権啓発標語 募集しています 
締め切り 11月 22日（月）まで 

 
各戸配布のピンク色の応募用紙に人権啓発標語、住所、

氏名等をご記入のうえ、中洲会館・各自治会館・各自治会

担当者に届けてください。 

ご応募いただいた作品を審査の上、入賞作品を決定し、

１２月１２日（日）ふれあいの灯の点灯式において表彰しま

す。 

最優秀賞 1名に 2000円分、優秀賞 2名に 1000円

分、佳作 2名に 500円分の商品券、応募者全員に参加賞

を用意しています。 

中洲学区グラウンドゴルフ大会中止 

11 月 7 日（日）に開催予定だった中洲学区グ

ラウンド・ゴルフ大会は新型コロナウイルス感染症

拡大防止の為中止となりました。 

 

 

 

 

 
    
日  時：11月 27日（土）雨天中止 

午前９時 30分～11時 30分 

コース：中洲会館→野洲川左岸高水敷→河口付近 

→BIWAKOモニュメント→中洲会館 

対  象：中洲学区在住の小学３年生以上 

     （小学生は保護者の同伴要） 

集合場所：中洲会館前庭（9：15～受付） 

定  員：25名（定員になり次第締切）  

申込み：11月 1日（月）から 19日（金）まで 

中洲会館まで直接または電話 

講  師：日本野鳥の会滋賀の皆さん 

参加費：無 料 

持参品：飲み物、ヘルメット（小学生必須） 

双眼鏡等（お持ちの方） 

問合せ 中洲会館 TEL(585)2004 

★乗り慣れた自転車でご参加ください！ 

 

 
対象者 中洲学区在住の方 

申込み 下記の①から③のいずれかの方法でお願いします。  

① 12 月 3 日（金）までに写真、申込者の名前、電話

番号をメールで下記へ申し込み。 

メールの題名は「はっぴーすまいるの写真応募」と

してください。 

② 写真を中洲会館までお持ちください。 

      ③ 中洲会館で写真をお撮りします。 

その他 写真をトリミングする場合があります。 

問合せ 中洲会館 TEL(585)2004／FAX(585)5252 

    mail nakasukaikan@city.moriyama.lg.jp 

 

 

 

 幸津川芋ほり体験 
１０月１５日（金）、中洲こども園の４歳児が幸津川農業 

六次化プロジェクトの畑で芋ほり体験をしました。子ども 

たちは大きいお芋に大喜びしていました。 

 

 
野洲川サイクリング＆ 

まるごと活性化プランＡプロジェクト 
（野洲川河川敷・伏流水再生プロジェクト） 

 
バードウォッチング 

中洲会館メルアドＱＲコード 

 

 

mailto:nakasukaikan@city.moriyama.lg.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

守山市北部地区地域包括支援センター（略称：北部包括）は、中洲・河西・速野学区を担当させて頂いて

います。高齢者がいつまでも住み慣れた地域で安心して生活できるよう、社会福祉士、主任ケアマネジャ

ー、保健師などの専門職がチームとなり連携を取りながら、お悩みごとの相談に対応し、支援を行う相談機

関です。 

◎介護や介護予防の相談、介護予防教室や認知症カフェの 

開催をしています。 

◎成年後見制度の活用促進、高齢者虐待の早期発見や防止 

に努めています。 

◎介護保険だけでなく、さまざまな制度や地域資源の相談 

に応じます。 

北部包括ではさまざまな機関と連携し、みなさまの 

暮らしをサポートしています。一人で悩まず、 

お気軽にご相談ください。 

電話 077-516-4160 

住所 守山市洲本町 1353 番地 2（北公民館内） 

お待たせいたしました。お食事なしですが、すこやかサロンを、開催させていただきます。マスクの

着用・検温など、新型コロナウイルス感染症対策にご協力をいただき、お友だちお誘いあわせて、ご参

加ください。 

参加ご希望の方は、１１月２２日（月）までに中洲会館（電話５８５－２００４）へお申し込みくだ

さい。お電話お待ちしております。 

※新型コロナウイルス感染症拡大状況により中止する場合があります。 

日 時 １２月２日（木）午前 10 時～11 時 30 分 
対象者 中洲学区在住の 70 歳以上の方 

内 容 寄せ植え 井入農園さん 

参加費 花代 ８５０円（鉢が必要な方は、別途 200 円お願いします） 

     ※当日集金いたします。 

 

送迎バス（お迎え）の時間 

小浜バス停 ９:20⇒服部出荷場 ９:25⇒新庄こすもす ９:30⇒立田出荷場 ９:35⇒ 

立田バス停 ９:40⇒会館⇒幸津川集落センター 9:50⇒にじいろ 9:5５⇒会館 

             （↑ ※乗車可能人数により 5 分程度早まる場合があります。） 

中洲学区すこやかサロン開催のご案内 

寄せ植えします♪ 

サロンボランティア活動講座開催のお知らせ 

日 時 令和３年 11 月 24 日（水） 

午前９時 30 分～11 時 30 分 

場 所 中洲会館 ２階 大ホール 

内 容 いざという時のための応急手当講習 

    起震車体験 

講 師 北消防署出張所職員 

問合せ 中洲会館 585-2004 担当 山口 

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。 



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） 

時 間  午前１０時から１１時３０分頃 

内 容  自由遊び、制作、専門の先生と 
ふれあい遊び、おはなしなど 

 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 

子育てサロン「ひまわり」 

開催日  毎週火曜日  
（会館都合により変更の場合あり） 

時 間  午前１０時から１１時３０分頃 
内 容  自由遊び、手遊び、制作 

紙芝居や絵本の読み聞かせなど 
対象者  学区の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 

日が落ちるのもすっかり早くなり、夕暮れ時には、寒さが身にしみる季節となりました。 

中洲公民館では、市の子育て支援交流事業である「なかよしほっとステーション」と学区社協主
催事業である「子育てサロンひまわり」を開催しています。 
どちらも子育て中の保護者の方々の学びや情報交換の場となっておりますので、ぜひ、ご参加く

ださい。子育てサポーターさん・ボランティアさんとお待ちしております。 

３日(金) クリスマス制作  
    ふれあいの灯展示作品作り 

＆クリスマス制作 
  

１５日(水) 寄せ植え(要予約) 
   萩野るみさんに来ていただきます。 

お花の寄せ植えを楽しみましょう。 
 

２４日(金) 移動児童館 
   友愛第二児童館片岡先生によるふれあい 

遊びや体操、絵本の読み聞かせなどなど 
 

ほっとステーション11 月の予定 

 
１１月２日・９日 

１６日・３０日 
１２月７日・１４日・２１日 
 

※12月 14日は、冬の掲示作品の制作をします。 

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。 

ほっとステーション12 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」 

１１月と１２月の予定 

寄せ植えは先着１０組の予約制とします。 
11月 17日（水）から 12月 3日（金）までの 
平日、中洲公民館までお申し込みください。 
※材料費 500円は当日集金します。 

５日(金) ベビー 
ほっとステーション 

寒い季節の過ごし方のお話他 
※０歳のお子さんとその保護者の方対象 
 

１２日(金) わくわく子育て 
        応援プログラム 

～噛む力～ 
噛む力の大切さなどのお話や吹く、吸うなど 
口を使った遊びを紹介します。 

 
１７日(水) 地域子育て支援センター 

森田先生と遊びましょう。  
 

２６日(金) ふれあいの灯 
展示作品作り 

トナカイさんのクリスマスブーツを作り 
ましょう。 10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 

ひまわり ほっと 
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日 曜 会館・公民館事業 自主教室等 

1 月 民生委員児童委員協議会   

2 火 子育てサロンひまわり  

5 金 
自治会長会  

ベビーほっとステーション  

9 火 
子育てサロンひまわり  

マイナンバーカード申請受付（市民課）   

10 水  はつらつ体操 

11 木 各種団体長会議  

12 金 なかよしほっとステーション  

15 月 広報委員会  

16 火 
子育てサロンひまわり   

わいわいクラブ定例会  

17 水 なかよしほっとステーション はつらつ体操 

１8 木 ふれあい学級（新環境センター見学）   

19 金  リフォーム教室  

20 土 お片づけ講座続編（第１回）  

24 水 サロンボランティア活動講座 はつらつ体操 

26 金 なかよしほっとステーション  

29 月 啓発部会   

30 火 子育てサロンひまわり  

※ 11・12月のポケポケ教室はお休みです。 

※ 新型コロナウイルスの感染拡大により、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 11月行事予定 

中洲ふれあい学級  

令和３年度 中洲公民館講座 

～心も体もスッキリ～お片づけ講座 
 
９月２６日（日）に整理収納アドバイザーの岩城美穂さん

を講師にお迎えし、リビングのお片づけの講座を開催しまし

た。 

「リビングには個人の物が散乱しないようにする、必要なも

のを厳選し必要な場所に置く、今ある収納を生かして物を増

やさない」などお片付けのコツを学びました。 

お片づけ講座の続編 

として１１月２０日（土）に 

衣類、１２月 4日（土）に 

冷蔵庫のお片づけ講座 

を開催します。 

（申し込みは終了しました） 

「みんなで懐かしの民謡を楽しむ会」 
第６回の学習会は１０月７日（木）に、三味線ユニッ

ト「どんちゃん」さんを講師にお迎えし、三味線演奏と

民謡を中心とした歌謡を鑑賞しました。 

コロナ禍でこのような演奏会が少ない中、「三味線

の演奏を間近で 

聞いたのは初めて」 

「日本の良さを再 

確認できた」など 

の感想があり、皆 

さん楽しいひと時 

を過ごされました。 

 

守山市では、昭和４５年７月１日の市制施行から５０周

年を迎えるにあたり、市の貴重な歴史や財産を記録し、

後世に伝えるために『市制施行５０周年記念誌』を発刊

しました。新型コロナの影響で関連事業が一年延期とな

り、本年、式典等が順次実施されているところです。 

年次別、テーマ別、メッセージなど、５０年間の歩みが

コンパクトにまとめられた９６ページ立ての冊子で、守山

市駅前総合案内所、または守山市公文書館で一冊税込

500 円で販売しています。この機会にご家庭の蔵書の

一冊に加えていただいてはいかがでしょうか。 

 

守山市公文書館 ℡077-514-1050 

マイナンバーカード申請の出張受付を行います 

マイナンバーカードは、土・日・祝日でもコンビニエンス

ストアで住民票の写しや印鑑登録証明書などが取得で

き、身分証明書としても利用できる便利なカードです。ぜ

ひこの機会にマイナンバーカードの申請にお越しくださ

い。 

◆日時：１１月９日（火）午前 10時から正午 

（先着 60人） 

◆場所：中洲会館 １階講習室 

◆申込：１１月１日（月）～７日（月）に電話で市民課へ 

    ※新型コロナウイルス感染症対策として、事前予約とし、

受付時間を指定させていただきます。 

・当日、写真撮影や申請手続きを行います。 

・持参物は不要です。 

・マイナンバーカードの受取や更新はできません。 

市民課 TEL 077-582-1122    

 FAX 077-583-9737 

 


