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令和３年度中洲学区長のご挨拶   

 

              中洲学区長 伊藤 五作（幸津川自治会長） 

風薫る候 学区民の皆さまには、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

この度、引き続き学区長の重責を預かりました。微力ではございますが、誠心誠意努めて 

まいりたいと存じます。ご協力、ご高配を賜りますようお願い申し上げます。 

今なお、パンデミック（世界的流行）の中、新型コロナウィルス感染症の収束が見通せない状況下、私た

ちの生活様式も大きく変わろうとしています。この試練とどう向き合っていくか私たち一人ひとりが試され

ているようにも思え、自然環境への関わり方（環境対策）等を含め、共に生きていくための知恵や工夫を施

した新しい生活様式への取り組みが求められています。 

さて、学区を取り巻く環境は、地区計画の導入による住宅開発で少子化傾向への歯止めや高齢化率の抑制

につながりつつあります。 

一方、高齢者支援体制の強化活動として、“気にかける”“声をかける”“呼びかける”の３かけ運動等、

安心して暮らせる地域づくりに引き続き取り組んで参りたいと存じます。 

また、環境学習や健康推進等コミュニティー交流の場として「エコパーク交流拠点施設」が開設されまし

た。地域振興・発展に結びつく施設となるよう各自治会と協調して取り組んで参ります。 

結びに、“中洲は一つ”を合言葉に心が通い合う『和む』学区づくりに、皆さまのご協力を得て取り組ん

で参りたいと存じます。 

○公  

～ 自治振興表彰受賞 ～ 
 おめでとうございます！！ 

  
 

津田 千栄子 さん（服部町）   
    
守山市健康推進員として多年にわたり、市民の健

康推進に尽力された功績により、受賞されました。 

   ◇◆◇ 自治会長紹介 ◆◇◆ (敬称略) 

学区長 

伊藤 五作（幸津川） 

 

副学区長 

川村 貞雄（新 庄） 

 

新 庄 川村 貞雄 

服 部 津田 政廣 

立 田 木村  穂 

幸津川 伊藤 五作 

小 浜 山本 繁二 

 

☆春の中洲わいわいウォーキング開催☆ 
 ４月 10 日（土）に参加者 25名で、春のわいわい

ウォーキングが開催されました。今回は、びわこ地球

市民の森を６km 歩きました。当日は、晴天に恵まれ、

心地よいウォーキング日和で、参加者の皆さんは、は

つらつとウォーキングを楽しまれ、守山市内にも素晴

らしい場所があることを再発見できる機会となりま

した。参加者の皆さま、お疲れ様でした。スタッフの

皆さん、ありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自治会ミニサロンを開催されました 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、１

年間お休みされていましたが、検温・消毒、マス

ク着用、間隔を十分にとるなど、予防対策を講じ

て、４月２日(金)に幸津川自治会が、４月８日(木)

に立田自治会がミニサロンを開催されました。 

      立田自治会では、軟らかいボールを

使った体操や指体操など、幸津川自

治会では、「ちゃちゃつぼちゃつぼ」

などの体操をして、レクリエーショ

ンを楽しんでおられました。       

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。 

 

認知症サポーター養成講座（第１回） 

令和３年５月 18 日（火） 

北公民館 2 階大ホール 

14：00～15：30 

興味のある方どなたでも 

 

認知症は、様々な原因で脳の細胞が働かな

くなる脳の病気です。『憶えられない』『忘れ

てしまう』『新しいことが計画的に出来なく

なる』などという症状が見られます。 

しかし、周囲の理解と心遣いがあれば、穏

やかに暮らしていくことも出来ます。 

そこで、講座を受けて頂き、認知症の方々

や家族を支える手立てを知って頂き、「認知

症になっても安心して暮らせるまち」をつく

りましょう。 

 

ワンステップチャレンジ教室 

認知症サポーター養成講座 

問い合わせ・申し込み 

守山市北部地区地域包括支援センター 

（電話）０７７－５１６－４１６０ 

 

令和３年度 中洲学区すこやかサロンについて 
送迎する市有バスの使用開始が未定のため、開催日程等のお知らせができず、申し訳ございません。

すこやかサロンの開催ができるようになりましたら、中洲の窓等を通じて、ご案内させていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

 

『ワンステップチャレンジ教室』 

～介護予防教室開催のお知らせ～ 

対象者 ６５歳以上の中洲・河西・速野在住の方 

      

定 員  ２０名（定員になり次第、締め切りま

す。） 

内  容 体操と脳トレ（初回と最終回は、体力測

定をします。）  

開催日  全８回、毎週月曜日 

     ６月７日・１４日・２１日・２８日 

７月５日・１２日・１９日・２６日 

時 間 午後１時３０分～３時 

場 所 北公民館 

持ち物 飲み物・タオル・筆記用具・動きやすい

服装 

＊マスク着用・検温・手指の消毒にご協力くださ

い。 

＊参加費は無料です。ぜひご参加ください。 

 生活支援ボランティア 
～暮らしの中でちょっと困っていることありませんか？～ 

 

守山市社会福祉協議会では、ボランティアの協力を得

て、日常生活の中でちょっとした困りごとのお手伝いを

する「生活支援活動」をおこなっています。 

 

対象者 

 市内在住の概ね65歳以上の方または障害のある方で、

親族や近隣住民の協力が得られない世帯 

 ＊障害者手帳をお持ちでなくても構いません。 

概要 

活動内容 
庭の除草作業、ごみ出し(不定期の大

型ごみ)、電球の交換、付き添い(通院・

散歩・買い物)その他 

料  金 
実働 1時間 500円    

＊材料費等の実費負担あり 

活動日時 
平日 8:00～17:00   

＊場合によっては土日祝も可 

＊活動内容は、随時追加予定です。 

＊付き添いに伴う、送迎や介助行為等はできません。 

＊ご相談の内容によっては、お断りする場合があります。 

【問い合わせ･申し込み】 

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会 

(すこやかセンター２階事務局) 

電話･有線：583-2923【平日８:３０～１７:１５】 

  F A X ：582-1615  



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 
      （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 

地域の子育てサポーターさんが、見守

りと協力をしてくださっています。 

子育てサロン「ひまわり」 

開催日  毎週火曜日  
（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  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 

学区のボランティアさんが、自由あそびを 

中心に活動してくださっています。 

 

 

 

 

 

 

  

なかす子育て情報♪  

～問い合わせ～ 中洲公民館 ℡/有線 585-2004 

晴れ渡った空に新緑の青葉。すがすがしさを感じる季節になりました。 

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に楽しんでいただける内容となっておりますので、ぜひ、遊び

に来てくださいね。ボランティアさん・子育てサポーターさんとお待ちしております。 

１１日(金) 歯科衛生士さんのお話 
  

１６日(水) 地域子育て支援センター 
      森田先生とふれあい遊び 
 
２５日(金) 七夕制作 

ほっとステーション５月の予定 

５月１１日・１８日・２５日 
 
６月 1日・８日・１５日  

２２日・２９日 
６月１日は夏の掲示板制作をします。 

 

自由あそびや絵本の読み聞かせ、制作 

バナナ体操など、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 

季節の制作を展示します。 

 

７日(金) ベビーほっとステーション 
おともだちづくりと情報交換 

１４日(金) おはなし 

図書館の方による読み聞かせやふれあい遊び   

１９日(水) みんなでおさんぽ 
あめんぼう公園にみんなでお散歩に行きま 
しょう。※雨天時は公民館の中で遊びます。 

２８日(金) わくわく子育て 
応援プログラム 

～あそびは学び①～ 
つまむ・ちぎる・まわすなど身辺自立に 
必要な手先の動きの獲得につながる遊び 
の紹介。 

ほっとステーション６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」 

５月と６月の予定 

４月のほっとステーションの様子 

フリーデー 
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日 曜 会館・公民館事業 自主教室等 

6 木 自治会長会   

7 金 なかよしほっとステーション  

10 月 学区民生委員・児童委員協議会  

11 火 子育てサロンひまわり ポケポケ教室 

13 木 学区社会福祉協議会理事会  

14 金 なかよしほっとステーション  

18 火 

子育てサロンひまわり 

 

わいわいクラブ定例会 

19 水 なかよしほっとステーション  

21 金 

ふれあい学級開講式 

リフォーム教室 
学区 21活動協議会常任理事会 

25 火 

子育てサロンひまわり 

ポケポケ教室 
学区別人権同和問題合同研修会 

28 金 なかよしほっとステーション   

※ 5 月のはつらつ体操はすべてお休みです。 

※ パソコン教室のポケポケ教室は参加者募集中です。 

 

□■□ 転任のご挨拶 □■□ 
 

この度の人事異動により、中洲会館を離れるこ

とになりました。主事の水口は２年、指導員の小

嶋は１年、コーディネーターの中村は８年の間、

中洲の皆様の温かいお力添えをもとで、会館・公

民館の運営を務めさせていただくことができまし

た。本当にありがとうございました。 

中洲学区のさらなる発展と皆様の健康を心より

お祈り申し上げます。 

主事   水口 諒介 

指導員  小嶋 里美 

コーディネーター 中村 弘美 

□■□ 着任のご挨拶 □■□ 

この度、新しく 3 名が着任いたしました。中洲学

区のまちづくり活動の拠点として、地域から信頼さ

れ、頼りになる会館・公民館を目指し、職員一同取

り組んでまいります。 

地域の皆様とのつながりを大切にし、精一杯頑張

ります。ご指導・ご鞭撻をよろしくお願い申しあげ

ます。 

           係長   深尾 拓哉 

           指導員  藤城 典子 

       コーディネーター 山口 やよい 

 

 

中洲会館・公民館５月行事予定 

令和３年度中洲会館・公民館・支所職員の体制 

 

（館 長）        旭 正人 

（係 長）        深尾 拓哉 

（指導員）       藤城 典子 

（福祉ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）     山口 やよい 

（子育てｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）   福西 由美子 

支所職員（速野兼務） 松原 圭世子  野口 洋子   

夜間管理       田中 治   美濃部辰美 

休日管理        増田 龍一  上路 由美子 

  〃         津田 藤雄 

 令和３年度は上記メンバーでお世話になります。 

どうぞよろしくお願い申しあげます。 

 

 

 

～ 中洲ふれあい学級 受講申込受付中 ～ 
楽しく学びながら、地域の仲間づくりを中洲公民

館で始めてみませんか！ 

現在、申し込みを受け付け中です。 

男性の参加も大歓迎です。 

【対象･定員】 

中洲学区内にお住まいの一般成人 30名 

【受講料】3000円(受講料 2000円学級運営費 1000円) 

＋材料費等別途 

【時 間】午前 10時～11時半（変更になる場合あり） 

【内 容】公民館に設置のチラシをご覧ください。 

 ※お問い合わせ等は藤城までお願いします。 

地域の方が、中洲会館に牡丹とクレマチスを持ってき

てくださいました。会館入口付近に飾らせていただきま

した。 

牡丹の開花は数日と短く、クレマチスの花は美しく咲

かせるのはなかなか難しいようです。 

 来館された方々は、美しさに見とれている様子でした。 

丁寧に育てられた花をありがとうございました。 


