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心ひとつに感動の「中洲夢花火」 
西日本各地に大きな被害をもたらした台風が通過し、コンバイ 

ンの音が学区のあちこちで響き、ようやく秋が近づいてきました。 

コロナ禍で、学区・自治会で多くの事業の中止や延期を余儀な

くされている中、例年８月第一土曜日に開催されている「なかす

夏まつり」も中止となってしまいました。 

そこで住民がお互いに想いを寄せ合い、ひと時を共有できるよ 

 

○公  

 

花火打ち上げの準備、道路警

備、後片付けに、まちづくり・安

全協会・消防団等多くの役員が出

動してくださいました。 

暑い中、本当にありがとうござい

ました。 

月と花火の競演 

中洲学区２１活動協議会 主催 
 

お知らせ 
 

 

☆中洲学区長杯グラウンド・

ゴルフ大会は 

中止となりました！ 
 

稲荷大橋から撮影 

花火を仕込んでいる

最中の花火屋さん 

うにと花火の打ち上げが中洲学区２１活動協議会から発案され、去る８月 29日

午後７時 30分、好天に恵まれた中、服部・幸津川地先で実施されました。 

当日は密にならないよう、それぞれの場所から夏のひと時を楽しませていた

だくことができました。わずか 10 分、されど 10 分。打ち上がるたびにあちこ

ちから歓声が上がり、その素晴らしさは感動そのものでした。心晴れやかに、最

後は拍手でしめくくられました。打ち上げに携わってくださった関係者の皆様

に、感謝、感謝です。（幸津川町 Yさん） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傘寿の祝い贈呈 

中洲学区では毎年、80 歳のお誕生日を迎える方

へささやかですが、お祝いをさせていただいていま

す。今年度は、昭和 15 年４月１日から昭和 16 年３

月 31日までにお生れになった方々で、男性 15名、

女性 15 名の合計 30 名の方が、めでたく傘寿を迎

えられます。民生委員さんが訪問し、記念品と一緒

にお祝いのお言葉をかけていらっしゃいました。 

また、守山市からは米寿（満 88歳）の方 17名、白

寿（満 99 歳）の方２名、めでたく 100 歳を迎えられた

方２名がお祝いを受けられました。 

皆さまのますますのご健康とご多幸をお祈り申し上

げます。 

ご長寿おめでとうございます。 

民生委員さんと談笑されている

立田町の方 

  

 

自治会すこやかサロン・ 

ミニサロンのお知らせ 

 

 小浜町 １０月１日（木） 

 

９月 23日現在の情報です。 

今月は、赤十字奉仕団さんのご紹介です！！ 

令和２年度の中洲分団の団員は 98 

名です。中洲学区での活動は、在宅高齢 

者への一声ふれあい運動、自治会・学区事業へ

の参画と子育て支援（ほっとステーションサポーター）

活動など行っています。また、アルミ缶のプルタブの回

収も行っています。プルタブ 160万個（ドラム缶１杯）

で車いすと交換できます。中洲会館や自治会館・ゴミス

テーション等に収集する容器がありますので、皆さん

のご協力をよろしくお願いします。 

それから、毎年、守山市地震災害総合訓練にも参画

し、主に炊き出し（おにぎり作り）等を行っています。

今年度は、避難所開設・運営の訓練をし、段ボールでパ

ーテーションやベッドの組み立てと設置、福祉避難室

スペースの確保について学びました。もしもの時に、役

立つ訓練となりました。 

年々、団員が減少しており、募集しています。ぜひ私

たちと一緒に活動しませんか！！  
 

 

～ひと工夫で簡単、超便利！ 

ボランティアおすすめのスゴ技～ 

      ペットボトルに水を入れて、懐中電灯の上 

に乗せるだけで、停電時に明かりを取りたい 

ときに便利です。 

第 31 回中洲ふれあいの灯プレイベント 

おぉ～きなシャボン玉を 

つくってみよう 

＜雨天の場合は、“新聞紙であそぼう”＞ 

【内 容】 

＊福祉の心を育てるつどい 

   絵本「たからものさがし」 

聴覚障害の理解を深めよう！ 

～聴導犬のデモンストレーション 

＊大きなシャボン玉づくりに挑戦 

 
 

【日 時】１１月１４日（土） 

９時１５分から１１時３０分 

【場 所】中洲小学校グラウンド・体育館 

【参加費】無料 

【対象者】中洲学区小学生以下の子どもと保護者 

【持ち物】上靴・タオル・飲み物 

 

新型コロナウィルス感染対策を講じながらの 

開催になります。詳細は、追って、チラシでお知らせ

します。 



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 

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。 

９日(金) わくわく子育て 

応援プログラム  

～ふれあい遊び～ 

２１日(水) 自由あそび 

３０日(金) 自由あそび 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なかす子育て情報♪  

～問い合わせ～ 中洲公民館 ℡/有線 585-2004 

夏の厳しい暑さも日に日に和らぎ、過ごしやすい季節となりましたね。 

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」を開催しています。 

 

 

９月のほっとステーションの様子 

中洲子育てサロンひまわりは、しばら

く、お休みさせていただきます。 

再開日程が決まり次第、お知らせいたし

ます。 

11月の予定 
１３日(金) 自由あそび  

 １８日(水) わくわく子育て 

応援プログラム 

～えほんの大切さ～ 

～お知らせ～ 

わくわく子育て応援プログラムは、先着１０組の 

予約制とします。 

１０月 9日(金)開催 ～ふれあい遊び～ 

予約期間：９月２８日(月)～１０月８日(木) 

１１月１８日(水)開催 ～えほんの大切さ～ 

予約期間：１１月 2日(月)～１１月１７日(火) 

予約期間中の平日に中洲会館までお申し込みください。 

(定員になり次第締め切らせていただきます) 

10月の予定 

健康推進員さんより資料提供 

カードシアター 

母子健康手帳アプリ「子育てタウン」 

アプリをダウンロードすると、守山市の子育

て情報やイベント情報などがタイムリーに届

きます。ほっとステーションの情報も掲載し

ております。ぜひ、ご利用ください！ 

エプロンシアター 

工作(とんぼ) 
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日 曜 会館・公民館事業 自主教室等 

 2 金 ノルディックウォーキング講習   

5 月 
民生委員・児童委員協議会   

学区社協・市社協懇談会  

6 火   ポケポケ教室 

7 水 自治会長会 はつらつ体操 

9 金 なかよしほっとステーション   

10 土  公民館講座「エコライフ」   

14 水   はつらつ体操 

15 木 ふれあい学級   

16 金  ﾘﾌｫｰﾑ教室 

17 土 青少年育成部会  

18 日 ノルディックウォーキング講習   

20 火 わいわい定例会 ポケポケ教室 

21 水 なかよしほっとステーション はつらつ体操 

28 水 人権教育部会 はつらつ体操 

30 金 なかよしほっとステーション   

 

 

 

       

 

 

国勢調査にご協力ください 

中洲会館・公民館 10月行事予定 

第３回 健康と介護状態の中間の段階 

「フレイル」 
～カラダと脳の楽しみ体操～  

10月 15日（木） 10:00～11:30 

  《講 師》  西條 智晴さん 

《場 所》  中洲会館 ２Ｆ大ホール 

  《持ち物》 フェイスタオル、飲み物 

        ファイル、チェック表、 

  《服 装》  動きやすい服装、 

《お願い》 自宅で検温、マスク着用 

第４回 終活について 

エンディングノートを書いてみよう 

11月４日（水） 10:00～11:30 

  《講 師》  地域包括支援センター 

 

中洲ふれあい学級  

守山市スポーツ推進委員は現在 26

名。総合型地域スポーツクラブを始め、

各スポーツ団体・学校・公民館・自治会・

子ども会などと連携・協力し、「スポー

ツで通じたまちづくり」を念頭に活動し

ています。スポーツ大会や駅伝などのイ

ベントでは裏方として様々なシーンで

大会を支えています。 
国勢調査は、未来をつくる日本でもっとも重

要な統計調査です。５年に一度実施され、10

月1日現在、日本に住むすべての人（外国人

を含む）と世帯が対象。令和２年（2020 年）

は 21 回目に当たり、実施 100 年の節目

を迎えます。 

新型コロナウィルス感染防止のため、できる

限りインターネットでの回答をお願いいたしま

す。（「国勢調査オンライン」10月７日まで） 

ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

問い合わせ 守山市公文書館  

電話 077-514-1050  

守山市スポーツ推進委員 

中洲の推進委員をよろしく 
 

青パト日記 
 
なんと言っても中洲の夜空に広がった花火は最高でし

たね！堤防や、畑、農道、通学路、門口など様々なところ

から、「中洲夢花火」を家族で楽しんでいただけたようで

す。「おじいちゃんと孫、３世代で見ました。よかったわ

ぁ」の声。花火が終わったら、どこからともなく、拍手が

ひろがり、よかったなぁの声がどんどんひろがっていき

ました。今でも、感動が脳裏に残ります。 

丈達稔夫さん 

（幸津川） 

今在家俊彦さん 

（服部）  

勝見稔明さん 

（小浜） 

服部弘美さん 

（立田） 

 

お詫び 

 ８月に全戸配布しました「灯りでつなぐ、守山

2019」報告書で、最終頁の役員名簿に記載できて

いない方がいらっしゃいました。 

心より深くお詫び申し上げますとともに、次の

とおり訂正させて頂きます。 

第 30回中洲ふれあいの灯実行委員会 

 追記：中西 義夫  早川 都貴子 

ギネス世界記録挑戦プロジェクト 

 追記：杉田 知也 

中洲学区２１活動協議会 会長 伊藤 五作 


