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野洲川の豊かな水は、地域の人々に多くの恵みをもたらしてきました。 

『野洲川物語』（田村喜子著）では、野洲川の河川敷周辺に桑畑があっ

たことが記されています。 『守山史誌（歴史編）』 によると、17世紀末に 

生糸（白糸）は、中国からの主要な輸入品でしたが、輸出していた鉱産物

（金・銀・銅）が枯渇したため幕府は国産を奨励、地域特産物として各地

で養蚕、製糸が盛んになりました。幕府が畑に桑を植えるのを許さなかっ

たため、野洲川沿いの砂地や砂州に桑が植えられたようです。明治にな

り、守山でも農家の副業として養蚕が行われました。服部町に残る資料に

よると春・夏・秋の年三回、純白の繭が生産され製糸工場に出荷されたと

か。屋内で飼育するため、家族は蚕の飼育用の棚と棚の間で寝起きした

ようです。「お蚕さん」と呼んで大事に飼育し農家の経済を潤しましたが、

やがて海外から安価な生糸が輸入され、養蚕は衰退します。北流沿岸に

あった桑の木は、今は見ることができません。 

７月 13日（月）に、学区と行政との懇話会が開催されました。 

学区からは、自治会長、地元市議会議員が、行政からは宮本市長をは

じめとする三役と幹部職員等が出席し、中洲学区の公共交通や野洲川

に関することなど、学区を取り巻くさまざまな課題について、活発な

意見が交わされました。 

 

○公  

野洲川の歴史をたどる 
 

 

 

 

 

中洲学区地域行政懇話会 開催 
 

 

 

 

 

まるごと活性化プランプロジェクト会議 開催 
 

 

 

 

 

６月下旬、中洲学区まるごと活性化プランプロジェクト会議が開催されました。 

プロジェクトはＡＢＣの３つに分かれており、中洲学区を活性化させる為の活動計画を各プロジェクトで話し

合いました。新型コロナウイルスの感染が拡大する中ですが、このような状況だからこそできることを皆で考

えています。乞うご期待ください。 

  6/24Ａプロジェクト       6/26Ｂプロジェクト        6/30Ｃプロジェクト 

 

昭和 30 年ごろの養蚕農家のようす 

（内田秀雄・高橋正隆編『写真集 明治大

正昭和 守山』国書刊行会 1980 年）  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会すこやかサロンより 

自治会すこやかサロン・ 

ミニサロンのお知らせ 

 

 ８月は、お休みです。 

        

＊７月２２日現在の情報です。 
 

 

 

＊時間：朝７時から 
 

新 庄 ８／３～３１日（土日祝休み）八幡神社 

服 部 ８／３～７・１１～１３日  洗い場 

幸津川 ８／１～１０日（土日決行） 下新川神社 
 

 

＊注意事項 
ソーシャルディスタンスを意識しよう（約２m の間隔） 

お喋りするときは、マスクを着用しよう！ 

元気よく体を動かそう！ 

 

短い 

だけど 

今年もやります！! 

 

学区すこやかサロン開催のお詫びと訂正 

 

中洲の窓７月号で、12月開催予定のす

こやかサロンの参加対象自治会が漏れてい

ました。大変申し訳ありませんでした。下

記の様に開催いたします。ご確認お願いし

ます。 

なお、新型ウィルスの感染が全国で広が

っています。滋賀県もその一つで、場合に

よっては、サロンの中止もあり得ます。そ

の際は追ってご連絡いたします。 

皆さん、くれぐれもお気を付けくださ

い！ 

 
脳活してみませんか？ 

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 

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。 
それぞれの枠の中で、同じ数字が 1組だけあります。

それを探し当ててください。 

９６  ３６  ８６  ６３ 

３８  ８３  ５６  ８９ 

５９  ９３  ６６  ８５ 

９９  ６８  ３９  ８３ 

８８  ９８  ３３  ６９ 

６６９ ３８３ ８５６ ６９６ 

３８８ ３５８ ５３８ ８３９ 

６８６ ８３８ ９６９ ５８３ 

８３５ ９９６ ５９３ ３３８ 

８８３ ８５３ ５３８ ６９９ 

答え 答え 

～中洲おたがいさん大作戦よりご案内です～ 

こんにちは！健康推進員です！ 
 

 

 自家製しょうゆだれを作ってみませんか！ 

しょうゆだれにごま・しょうが・お酢を加えるだけで、いろ

いろな味が楽しめます。炒め物の味付けにもあっさりして美

味しいです！！ 
 

＜万能しょうゆだれ（希釈あり＞ 

材料（できあがり約３カップ分） 

昆布 10 ㎝・鰹節 20ｇ・砂糖 30ｇ・濃口醤油２カップ・

みりん１カップ 

作り方（冷蔵庫で１週間保存可） 

①鍋に醤油と昆布を入れ、中火にかけ、みりんと砂糖を 

加える。 

②煮立つ直前に昆布を取り出し、煮立ったら鰹節を加え、 

再度煮立ったら火を止め、そのまま冷ましてからこす。 
 

＜切り干し大根の和え物＞ 

材料 切り干し大根 50ｇ・かいわれ大根１/２パック・ 

   かにかまぼこ１袋・万能しょうゆだれ大１と１/２ 

作り方  

切り干し大根を水でもんで柔らかくし、10 分ほどザルで 

水をきったものに、かいわれ大根、裂いたかまぼこを混ぜ、

万能しょうゆで和える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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 

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 

 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中洲子育てサロンひまわりは、 

８月はお休みさせていただきますが、 

９月から再開します。 

自治会すこやかサロンより 自治会すこやかサロンより 自治会すこやかサロンより 自治会すこやかサロンより 自治会すこやかサロンより 

なかす子育て情報♪  

～問い合わせ～ 中洲公民館 ℡/有線 585-2004 

いつの間にかセミの声が聞こえ始め、季節はすっかり夏です。 

体調を万全にして、夏の暑さを乗り切りましょう。 

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、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ていま

す。和室を自由開放していますので、ご参加

ください。 

 
開放日時：8 月 7 日(金) 

19 日(水)  

28 日(金) 

10：00～11：30 
 
 

 
ほっとステーションに 

参加のみなさまへ 

☆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。 

 

７月のフリーデーの様子 

☆参加者多数の場合は参加をお断りする 
場合がございます。 

９月１日(火) 立田のお友達 

８日(火) 幸津川のお友達 

１５日(火) 新庄、服部、小浜のお友

達 

２９日(火) 自由解放 
 

９月は自治会指定での参加をお願いします。 

 

～チェックシート～ 

□発熱(37.5℃以上)はありません。 

□せき、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、拡大地域へ往来はあり 

ません。 

はありません。 

 

～ご協力をお願いいたします。～ 

会館に来られたら、以下の項目のチェック

シートへのご記入をお願いしています。 
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日 曜 会館・公民館事業 自主教室等 

4 火   ポケポケ教室 

5 水 自治会長会 はつらつ体操 

6 木 学区民生委員・児童委員協議会   

7 金 フリーデー   

12 水  はつらつ体操 

18 火 わいわいクラブ定例会 ポケポケ教室 

19 水 フリーデー はつらつ体操 

20 木 ふれあい学級   

24 月 地域福祉部会   

26 水  はつらつ体操 

28 金 フリーデー   

 

 

       

 

 

中洲の安心をめざして 

早朝訓練実施！ 
 

 

 

 

中洲会館・公民館８月行事予定 

第１回学習会のご案内 

 ８月２０日（木）午前 10:00～ 

  「あそびと学び」 

講師: 藤原 昌樹さん            

【講座内容】 

アートの理解を持って巨大シャボン玉を「消え

る彫刻」と定義づけて、全身運動に繋がるアー

トの入口プロジェクトを進めています。心と運

動の関係性も含めてあそびと学びの関係性を探

り事例も紹介しながらお話を進められます。   

第２回学習会のご案内 

 ９月 18 日（金）午前 10:00～ 

   「姿勢教室」 

   講師：東 奈津子さん  

 

心と心をつなぐ 

あいさつ運動実施！ 
 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため自主教

室が中止となり、外出も控え、体を動かすことが少なく

なって、生活のリズムが変わっていましたね。 

百歳体操も、７月１日から開催されました。マスクの 

装着や手の消毒、検温、席は間隔を開         

け、大きな声での掛け声は控え、使用 

後の椅子の消毒を行うなど、今までとは 

様子が変わりました。当日は、久々に多く 

の参加者の方々と出会い、気分も体も 

リフレッシュできました。 

    （教室生さんより） 

守山市消防団中洲分団には、28 名の団員の

方が活動されています。毎年、守山市の消

防操法訓練披露会に参加して良い成績を収

めておられますが、今年はコロナ渦で大会

は中止。それでも例年通り、地域の安全を

守るため、７月５日から 11 日までの１週間

訓練が行なわれました。   

自主教室 はつらつ体操 

身体を動かして リフレッシュ！！ 
 

 

 

 

 

青パト日記 
 

 

 

 

 

中洲小学校のメタセコイアの木の下に、子どもたちが

集まっている姿を見かけます。本当に、かわいい～！  

校長先生からお言葉をいただきました。 

僕たち私たちの誇り 

そこにあって当たり前。それが僕たち私たちのメタセ

コイア。知らず知らずのうちに励みになったり見守っ

てくれたりする存在。ギネス記録を打ち立てたのは僕

たちの誇り。そこにあること自体が私たちの誇り。 

そんなメタセコイアがみんな大好き。  

今年も、7 月 1 日の早朝に、 

あいさつ運動が実施されました。 

小・中学校の通学路に、自治 

会長、青少年育成部会員など 

役員の皆さんが立ち、登校する 

子どもたちに「おはようございます」「気を付

けていってらっしゃい」など声をかけました。

「おはようございます！」と、子どもたちの元

気な返事。梅雨空の中、コロナ渦の影響がある

ものの、子どもたちの元気な姿に癒されたよう

です。役員の皆さん、お疲れ様でした。 

 


