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回 日 程 学 習 内 容 材 料 費 等 

1 ５月 19 日(木) 
開講式＆もりやまプラス体操 — 

10:00～11:30 

2 ６月 16 日(木) 
遺言について（法務局職員から聞く相続のお話） — 

10:00～11:30 

3 ７月 12 日(火) 
市内研修（勝部火まつり交流館等で調整中） 参加費 

調整中 

4 ８月 18 日(木) 
考える防災（大阪ガス） — 

10:00～11:30 

5 9 月 15 日(木) 
はじめての俳句教室 — 

10:00～11:30 

6 10 月 27 日(木) 
市外研修（県内で調整中） 参加費 

調整中 

7 11 月 10 日(木) 
こぎん刺しを楽しむ（青森県の伝統的刺繍） 材料費 

10:00～11:30 

8 12 月 1 日(木) 
クリスマスの寄せ植え（井入農園さん） 材料費 

10:00～11:30 

9 12 月 9 日(金) 
７公民館合同クリスマス会（市民ホール） — 

13:30～ 

10 １月 19 日(木) 
脳トレ大人の音遊び — 

10:00～11:30 

11 
２月 9 日(木) 

人権落語＆閉講式 — 
10:00～11:30 

○公  

 

 
☆令和４年度 中洲ふれあい学級 受講生募集☆ 

中洲公民館で年間 11 回、さまざまな「学び」を通じて視野や知識を広げ、地域の仲間と交流し、
毎日をもっと豊かでいきいきと暮らすための学習会を開催しています。 
皆さんのご参加をお待ちしています。 

【対象・定員】 中洲学区にお住まいの一般成人 30名 

【申 込 期 間】 ４月 4日（月）～4月２８日（木）の 平日 午前 8時３０分～午後 5時 
【受 講 料】 3,000円（学級運営費 1,000円＋市に納入分 2,000円、材料費は随時集金） 
＜申込み・問い合わせ＞ 中洲公民館 担当：藤城 
※ 申込書は中洲公民館に置いています。受講料を添えてお申し込みください。 
※ 日程・学習内容については、諸事情により変更になる場合があります。 

 人権啓発標語最優秀賞の標語入り啓発グッズ作成 

中洲学区まちづくり推進会議人権教育部会は、学区で募集した人権啓発標語の

中で最優秀賞を受賞した「やさしさを 五文字が伝える ありがとう」を記載した啓

発グッズ（救急ばんそうこう）を作成しました。中洲小学校への配布や中洲会館に

来館された方にお渡ししています。人権を考える一つの機会になればと思います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

日増しに春めいてきました。ぜひ、２年前に全戸

配付した中洲のたからものマップを使って、中洲

のたからものを探してみてください。 

自治会サロン 

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。 

  

令和４年度 中洲学区すこやかサロン 

年間５回の開催を予定しています。概ね７０歳以上の方が対象です。

各自治会へのバスの送迎があります。 

ご近所・お友だち同士お誘いあわせのうえ、ご参加ください。男性の

方のお申し込みも、お待ちしております。 

 

５月２６日（木）⇒詳細については中洲の窓５月号に 

掲載します 

７月１４日（木） 

１０月 ７日（金） 

１１月３０日（水） 

令和５年 ２月１７日（金） 

令和４年度オレンジカフェ 

ほっこり庵～絆 

高齢者の方やそのご家族、地域の方が気楽に集

えるカフェです。参加者同士で交流したり、専門

スタッフに認知症や医療・介護のことなど気楽に

相談したりしながら、ほっこりとした時間を過ご

しませんか。 

 

＜開催日＞毎月第３月曜日 

４月１８日・ ５月１６日・ ６月２０日 

７月１８日・ ８月１５日・ ９月１９日 

１０月１７日・１１月２１日・１２月１９日 

令和５年１月１６日・２月２０日・３月２０日 

 

＜時 間＞ 午前１０時～１１時３０分 

＜場 所＞ 守山市立北公民館 

※参加費無料 

ただし、季節の行事（１０月は運動会、１２月

はクリスマス会）は、参加費１００円いただきま

す。（予定） 

※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。 

 

＜問い合わせは、お気軽に！！＞ 

守山市北部地区地域包括支援センター 

電話 （０７７）５１６－４１６０ 

住所 守山市洲本町１３５３－２ 

   （守山市立北公民館内） 

 

ボランティアさん募集 

 

＜高齢者すこやかサロン＞ 

年間５回開催で、９時から 15 時 

（状況により１２時）頃まで、参加者

の支援などに協力していただいていま

す。 

 

＜子育てサロン「ひまわり」＞ 

毎週火曜日 10 時から 11 時 30 分

まで、親子の居場所として開催してい

ます。ボランティアさんは同じ自治会

の方と活動していただいています。 

 

＜ほっとステーション＞ 

年間 40 回程度のうち数回、小さな

お子さんの見守りや保護者の話し相手

などに協力していただいています。 
 

 

※見学もできます。ぜひ、中洲会館

(585-2004)までご連絡をお待ちし

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 

１３日(水) フリーデー  

   和室を自由開放します。 
  

２２日(金) こどもの日制作 
こいのぼりを作りましょう。 

ほっとステーション5 月の予定 

 
４月 ５日・１２日 

１９日・２６日 

５月１０日・１７日 
   ２４日・３１日 

（すべて火曜日） 

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4 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」 

４月と５月の予定 

３月のほっとステーション(フリーデー)の様子 

６日(金) ベビー 
ほっとステーション 

    ふれあい遊びや手形足形スタンプをしま 

しょう。 
    

１３日(金) おさんぽ 
野洲川親水公園あめんぼうにおでかけしま 

しょう。 

※雨天の場合は内容を変更します。  
 

１８日(水) おはなし 
   図書館の先生による、絵本の読み聞かせや 

ふれあい遊びで楽しみましょう。 

みんなで楽しい時間を過ごしましょう。 
 

２７日(金) わくわく子育て 
応援プログラム 

～ふれあい遊び～ 

   お子さんの身体にふれながら親子の交流が

楽しめる遊びを通して、ふれ合う楽しさ、 

お子さんへの声のかけ方を学んでいただき 

ます。 

     

     
    

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 5月から月に 1回開催します。 
情報交換などの場としてもご利用くださ
い。 
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。） 

暖かく気持ちの良いぽかぽか陽気と共に、新年度がスタートしました。 

中洲会館では、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。 
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※ はつらつ体操はおやすみです。 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

日 曜 会館・公民館事業 自主教室等 

4 月 学区民生委員・児童委員協議会   

5 火 子育てサロンひまわり  

6 水 自治会長会  

12 火 子育てサロンひまわり  

13 水 なかよしほっとステーション（フリーデー）   

14 木 
福祉協力員連絡会 

狂犬病予防集合注射 
 

15 金 子育てサポーター会議 リフォーム教室 

19 火 子育てサロンひまわり  

21 木 学区社協合同部会  

22 金 なかよしほっとステーション   

25 月 
青少年育成部会 

人権教育部会 
 

26 火 
市民活動部会 

子育てサロンひまわり 

 

28 木 広報委員会  

巡回日程（雨天決行） 

月 日 時 刻 会 場 

４月 14日（木） 

午前 9時３０分～１０時 服部町自治会館 

午前１０時２０分～１０時５０分  中洲会館 

午前１１時１０分～１１時４０分  立田集落センター 

午後 1時～1時３０分 北公民館 

５月 17日（火） 午後 1時５０分～2時２０分  中洲会館 

中洲会館・公民館４月行事予定 

狂犬病予防集合注射について 

市立小中学校の体育館や運動場などを利用して継続的にスポーツ・レクリエーション活動を行う団体を募集します。 

＜申込み＞4月 1日（金）～8日（金）の午前 8時 30分～午後 5時（土・日曜日は正午まで）に申請書を直接「ス

ポーツ振興課」へ提出してください。申請書は各地区会館、市立４中学校に設置しています。 

※ 詳しくは広報もりやま 3月１５日号をご確認ください。 

＜問い合わせ＞スポーツ振興課 （582）1169  FAX （582）0539 

 狂犬病の発生を防ぐために、室内犬・室外犬を問わず、生後

91 日以上の犬には年１回の接種が法律で義務づけられてい

ます。飼い主は、必ず予防注射を受けさせてください。 

＜料金＞ 3,500円（注射および注射済票交付手数料） 

※ 詳しくは広報もりやま 3月１５日号をご確認ください。 

＜問い合わせ＞ 環境政策課 （584）4691 

令和４年度 学校体育施設利用登録団体募集 

3 月 4日（金）、中洲学区２１活動協議会常

任理事会が開催され、今年度3月1日迄の事

業経過および会計経過等が報告されました。 

一年間、中洲学区事業にご協力いただきあ

りがとうございました。 

再任される方、新たに役員をお引き受けいた

だく皆さま、よりよい中洲のまちづくりにご協力

をよろしくお願いいたします。 

新年度に向けて 

リフォーム教室 

和服のリフォーム。洋服・バッグ・ポーチ・帽子

などの小物を制作します。 

【日時】第 3金曜日（8月と１２月は休み） 

午前 9時から１２時 

【場所】中洲公民館 1階和室 

はつらつ体操 

いくつになっても元気でいきいきとした生活が

送れるよう、DVD に合わせて体操したり、重り

を使った筋肉運動を行います。 

【日時】毎週水曜日 

午後 2時から 3時半 

【場所】中洲公民館 1階和室 

 

自主教室紹介 

興味をもたれた方は中洲公民館にお問い合わ

せください。 


