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「令和３年度守山野洲交通安

全コンクール」で小浜自治会

が昨年に続き、自治会の部で

努力賞を受賞されました。 

○公  

 

中洲ふれあいの灯 点灯式 

 １２月１２日（日）、第 32回『中洲ふれあいの灯』が点灯さ

れました。今年も新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め、関係者のみの点灯式となりましたが、中洲小学校の校庭

にあるメタセコイア（高さ約 30m）に、学区の世帯数である

951の光が点灯されました。点灯に当たり、会場設営や電球

チェック、部材の確認等、事前の準備に携わっていただいた

実行委員の皆さんをはじめ、すべての方々に感謝いたします。

中洲ふれあいの灯は 1月 15日まで点灯します。 

令和３年度 中洲学区人権啓発標語 
今年度は、50 名の方から 113 作品のご応募をい

ただき、１２月６日（月）に学区長・副学区長・まちづく

り推進会議会長・人権教育副部会長・中洲会館長の

５名で厳正なる審査を行いました。 

その結果、次のみなさんが入賞されました。 

最優秀賞 

やさしさを 五文字が伝える 「ありがとう」  
     西本 正義 様（小浜） 

優秀賞 

勇気出し 見て見ぬふりは やめようよ 
     平井 千代子 様（立田） 

コロナでも 思いやりは 密がいい 
     立江 智子 様（小浜） 

佳作 

差別の芽 気付いた時に 摘みとろう 
     川中 昌子 様（新庄） 

考えよう 相手の気持ちと 言葉の重み 
服部 善春 様（立田） 

入賞者のみなさんおめでとうございます。 

来年度もより多くのご応募をいただきますよう人権教

育部会員一同、心よりお願い申しあげます。 

☆おめでとうございます☆ 

新しい年を迎えるために館内清掃

活動 
 

１２月１８日（土）、午前９

時から１時間半、自治会長

会および各種団体の計１５

名の方が、雪が降る寒い中、

館内外の清掃をしてくださ

いました。おかげさまで綺麗

になり、気持ちよく新年を迎

えることができます。ありがと

うございました。 

～～参加者募集！～～ 

男女共同参画社会づくり地域研修会  
誰もが「無意識の偏見」を持っていて、それは自然

なことです。自分の持つ「無意識の偏見」に気づいて
意識することが大切です。 
 中洲学区の方はどなたでも参加していただけます。 
 皆さんのご参加をよろしくお願いします。 
 

日 時 令和４年１月 29日（土） 
13：30～15:00 

場 所 中洲公民館 ２階 大ホール 
テーマ「無意識の偏見」 

～アンコンシャス・バイアスを知っていますか～ 
講 師  石倉 和美さん 
定 員  30名 
申し込み 中洲公民館 電話・有線 585-2004  

1月 26日（水）まで 

キッズルームこすもす、保育所かりん、リフォーム教室、中洲

こども園、つくし会、健康推進員、更生保護女性会、赤十字奉

仕団、中洲わいわいクラブ、ひまわり、ふれあい学級、「中洲の

笑顔展」に笑顔を寄せてくださった皆さん、本当にありがとう

ございました。 

中洲ふれあいの灯作品展示お礼 

消防団中洲分団の

消防ポンプ車の納車

記念撮影会には、たく

さんの親子が来てくれ

ました。 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 月９日（木）、小学校２年生の教室で紙芝居

「しあわせさがし」を上映しました。 

 この紙芝居を通して、自分からあいさつをする、

困っている人がいたら手助けをする、地域の行事

に参加するなど、中洲っこ達が心豊かに育つこと

を願っています。 

翌日、２年生の児童たちが、中洲会館に感想文

を持って来てくれました。 

中洲学区すこやかサロン報告 
 

12 月２日(木)、今年度初めてとなるサロンを開催しました。中洲会館ロビーに机を並べ、健康推進員

さんから健康についてのお話を聞いたあと、恒例の寄せ植えをしました。 

井入農園さんは、6種類のお花を用意してくださり、その中から５種類の花と好きな色を選び、寄せ植

えをしました。また、鉢に土を入れる位置や水のやり方など、丁寧に指導していただきました。 

 

 次回のすこやかサロンは、令和４年２月
１7 日(木)午後 1 時 30 分から予定して
います。詳しくは、中洲の窓２月号でご

案内します。 

自治会ミニサロンを開催されました 

12 月７日(火)、新庄自治会が、12 月 13 日(月)、幸津川自治会が、ミニサロンを開催されました。 

新庄自治会では、来年の干支の飾りづくりとタオル体操などを、幸津川自治会では、北部地区地域包括

支援センターの澤辺さんより「これから気をつけたい感染症と予防方法」のお話と、瀬戸の花嫁の歌に合

わせた体操を紹介され、それぞれ楽しんでおられました。 

 

 冬（年末・年始）の過ごし方 

 

その１：体調管理をしましよう。 

感染対策に努め体調管理も万全にしておきましょ

う。 

万が一のために年末年始の応急診療を確認してお

きましょう。 

その2：暖房器具による火災に気をつけましょう。 

石油ストーブや仏壇のろうそくのなどの取り扱い

に気をつけましょう。 

その3：無理はせず、大そうじをしましょう。 

高齢者の事故の第1位は屋内での事故です。 

人が通るところにあるものを片付けたり、 

生活空間を整えることで、家の中での転倒 

を防ぎましょう。 

しかし、「これぐらいできるだろう。」という思

いが事故に繋がるので、無理しないように気をつけ

ましょう。 

 

新年を、元気に楽しく過ごしましょう。 
 

     守山市北部地区地域包括支援センター 

電話 077-516-4160 

感想分は、講習室に

掲示しています。 

新庄自治会 幸津川自治会 

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。 

サロンボランティア活動講座を開催しました 

11 月 24日(水)、福祉協力員、サロンボランティア、民生委員・児童委員が参加し、北消防署出張所

の職員さんから、乳幼児および高齢者の応急手当、AEDの使い方をご指導いただき、起震車体験もされ

ました。なお、AED は、各自治会館などに設置されています。 

 



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 

澄んだ空気が清々しい新年ですね。今年も新たな気持ちでスタートしたいと思います。 

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。 

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) 自由あそび 
 

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2 月の予定 

 
１月１１日・１８日・２５日 
２月１日・８日・１５日・２２日 

（火曜日） 
※２月１５日は、春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。 
絵本の貸し出しもしています。 

ほっとステーション1 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」 

１月と２月の予定 

12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 

ほっと 

７日(金) ベビー 
ほっとステーション 

    健康推進員さんのお話やふれあい遊び 
    

１４日(金) わくわく子育て 
応援プログラム 

       ～絵本の大切さ～ 
テレビやスマートフォンではなく、絵本を 
介した子どものやり取りの楽しさ、声のか 
け方を実際の体験を通して学べる場を提供
します。  
 

１９日(水) 健康推進員さん＆ 
地域子育て支援センター森田先生 
健康推進員さんのお話と森田先生と冬遊び 

    

２８日(金) 節分制作 
     鬼の帽子とお豆入れを作ります。 

※汚れても良い服装でおこしください。 

ひまわり 

ベビーほっとステーション 

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。 

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。） 

遊びに来てくださいね。 

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組の予約制とし、材料費 200円は当日集金 
させていただきます。 
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。 
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日 曜 会館・公民館事業 自主教室等 

４ 火 
自治会長会  

中洲学区新春賀詞交換会 
  

５ 水 民生委員・児童委員協議会   

７ 金 
ベビーほっとステーション 

民生委員・児童委員協議会 
 

11 火 子育てサロンひまわり  

12 水   はつらつ体操 

14 金 なかよしほっとステーション  

1６ 日 
ふれあいの灯撤収作業 

中洲会館敷地内高木剪定・伐木作業 
 

18 火 
子育てサロンひまわり 

わいわい定例会 
 

19 水 なかよしほっとステーション はつらつ体操 

21 金 
ふれあい学級 第 10回学習会 

ふれあいの灯実行委員会 
リフォーム教室 

23 日 凧づくりと凧あげ大会  

25 火 子育てサロンひまわり  

26 水  はつらつ体操 

28 金 なかよしほっとステーション  

29 土 男女共同参画社会づくり地域研修会   

※ ポケポケ教室はお休みです 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中洲会館・公民館１月行事予定 

１２月８日（木）、井入農園さんのご指導でお正月の寄

せ植えをしました。展示作品として会館に置かせていただ

くと、「きれい」と来館者の目を楽しませてくれていました。 

中洲ふれあい学級  

 
 

１２月３日（金）、守山市

民ホール（小ホール）にて、

各公民館の学級紹介後、

MaRiSa（マリサ）さんによ

る「アルハープとよし笛・歌

のハーモニー」を楽しみま

した。 

１２月４日（土）、お片付け講
座最終回となる「冷蔵庫のお片
付け講座」を開催しました。 
家に帰ったら早速片付けてみ

たいという声が多く、楽しく学べ
る講座でした。 

～心も体もスッキリ～お片付け講座 

 

自作の凧を野洲川中洲親水公園（愛称あめんぼう）

で、思いっきりあげよう！ 

日 時 令和４年１月 23日（日）午前 9：30～11：30 

会 場 凧づくり 中洲会館大ホール・和室 

      凧あげ  野洲川中洲親水公園（あめんぼう） 

定 員 先着 25名（小学３年生以下は保護者同伴） 

参加費 100円（保険代含む） 

持参物 凧に描く絵の見本、カラー油性ペン 

申込み 中洲会館 電話・有線 585-2004 

                     FAX 585-5252 

締切り １月 14日（金） 

その他 星形の凧（45 ㎝四方）を作ります。天候の都

合で凧づくりのみになる場合があります。 

主 催 中洲学区まるごと活性化プラン推進会議 

     ～野洲川河川敷・伏流水再生プロジェクト～ 

公民館で活動・学習を行う自主教室が、日ごろの練習や

取り組みの成果を、展示や舞台などを通して紹介します。 

入場は無料です。皆様のご来場をお待ちしています。 

会  場 守山市民ホール（小ホール・展示室） 

発  表    【展示部門】 展示室 

令和４年２月４日（金）～６日（日） 

午前９時～午後４時※６日は午後１時まで 

          【舞台部門】 小ホール 

令和４年２月６日（日） 午前１０時～午後０時１５分 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催を中止する場合があります。  

問い合わせ 

社会教育・文化振興課 TEL（582）1142  FAX（581）2733  

「公民館自主教室のつどい」を開催します！ 

１１月２７日（土）、まるごと活性化プラン～野洲川河川

敷・伏流水再生プロジェクト～にて実施しました。あいに

く当日は雨でしたが、美しい虹が架かった中で、希少な

ソリハシセイタカシギをはじめオオバンやカイツブリ等

たくさんの野鳥を観察することができました。 

野洲川サイクリング＆バードウォッチング 

 

第８回 ７公民館合同クリスマス会 

 

第９回 お正月の寄せ植え 

 


