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【親の介護と子どもの結婚、本音で話そう】の講演会開催!
福結びプロジェクト
今年１１月に計画していた婚活【お洒落なｃａｆｅコン】は、コロナの影響
で残念ながら中止させていただきましたが、今回、親御さんを対象に、グッド
ブライダル滋賀の中川さんを講師にお招きし、お話を聞く機会が持てました。
介護のことは、他人事ではなく、
本当に身近な事と感じました。何
かあれば相談できる方に出会えて
良かったです。

今まで息子に対して結婚の話はふれない
ようにしていましたが、今日のお話を聞いて
一度話し合ってみようと思いました。まずは
出会いの場に一歩踏み出さなくてはと思い
ます。

湖東健やかクラブ主催
グランドゴルフ大会

通勤・通学バスアンケート結果 第一報
子育て支援プロジェクト
★結果内容★
回答総数 770 人中、
必要 672 人、不必要 78 人でした。
乗車駅は、能登川駅 510 人、八日市駅 163
人、稲枝駅 64 人でした。
昨年、湖東能登川バス運行についてのアンケートに
ご協力頂き誠にありがとうございました。集計が遅れ
ましたことをお詫び申し上げます。詳細については
来月号にて発表を予定しています。アンケート項目の
結果を踏まえ現在具体的な運行について検討を進め
ています。この企画への参画申し出は、湖東まち協
事務局までお願いします。

10 月 13 日、好天のもとすこやかの
杜で第６回のグランドゴルフ大会が
行われました。当日は少し欠席がありましたが 130 名の方
が楽しくプレーされました。結果は以下の通りです。

団体戦（各チーム上位６名の合計得点で競う）
優 勝
勝堂健やかクラブ
準優勝
中一色ＧＧ倶楽部
３ 位
北花沢老人クラブ
個人戦（敬称略）
優 勝
西澤喜久雄（読合堂町）
準優勝
青西康雄（中一色町） 勝堂健やかクラブ代表
廣田さん
３ 位
澤村美千子（北花沢町）

火災警報器のお話です
寝室や台所の天井に張り付いている
白いヤツ。火事の時にいち早く教えて
くれる住宅用火災警報器です。
平成 18 年（2006 年）の６月から設置が義務
化され、19～20 年ごろに取り付けられたお宅が
多いのではないでしょうか。この警報器の電池の
寿命が約１０年。そろそろ交換の時期にさしかかっ
ているのです！
自警団などが仲介して一括購入・設置をされた
ところは、いっせいに交換時期になるのでわかり
やすいですね。個人で購入された場合は、本体に
貼ってある製造年月日などのシールで確認して
ください。期限前でも、紐を引いて音が鳴らなけれ
ば、交換した方が良いです。
電池式の警報器（パナソニック製など）は電池の
みの交換で OK ですが、大半のものは内蔵式で、
本体まるごとの取替えが
必要です。面倒だからと
そのままにしておくと、
いざという時に逃げ遅れて
しまう危険があります。
ご近所そろっての一斉交換
をオススメします！

ほつ

ワンちゃんにメロメロ

と ひと息

今年の５月に念願のワン
ちゃんをお迎えしました。
ミニチュアシュナウザーの女の子で、
名前はココちゃんです。今
７ヶ月のパピー(子犬)ちゃ
んで、なんでもかんでも食
べてみたり、お留守番中に
サークルの中でウンチまみ
れだったり、家の前を毎日
通る隣のおじちゃんやおば
ちゃんに、毎日吠えたり(い
い加減覚えて…笑)、それで
も可愛くて可愛くて！毎日
癒されています。嬉しい時に短いシッポ
を一生懸命フリフリするのが可愛すぎ
て、つい「ピコピコピコピコ」って効果
音をつけてしまいます。笑
子どもたちも、コ
コちゃんのお世話や
お散歩を楽しんでい
ます。生き物を飼う
大変さ、命の大切さ
も学んでもらえたら
なと思っています。

子どもたちの見守り
いつも子どもたちに寄り添い、
見守ってくださっている皆さん、
ありがとうございます。

更生保護女性会さんによる、
各学校に手分けしての朝のあいさつ運動→
青パトで湖東全域を、下校時間に
合わせてパトロール→

← 第一小
スクールガードさんによる
朝と下校の見守り

第二小
おうみ通学路交通アドバイザーさん、
スクールガードさんによる
自治会から学校までの朝の見守り→
← 第三小
民生委員さん、
スクールガードさんによる
下校の見守り

子どもたちはたくさんの方に見守られています。
地域の子どもは地域で守っていきたいですね……
みなさんのご理解、ご協力をお願いします m( . . )m

↑ 青少年育成市民会議さんによる
夜のパトロール

令和２年度 青少年健全育成標語入賞作品決まる
★ 小学 5、6 年生の部

最優秀作品
優秀作品

遊びでも

相手がいやなら

気づいてね

相手の心も

簡単に

取り消せないのが

君の命

世界に一つの

それいじめ

大切に
言葉だよ

湖東第三小学校 5 年生

玉城美碧(みお)さん

湖東第一小学校 6 年生

澤村怜那(れいな)さん

湖東第一小学校 6 年生

磯部琉翔(りゅうと)さん

★ 中学生の部

最優秀作品
優秀作品

宝物

言えますか

言葉の暴力

自分に向けて

たくさんの

気持ちをこめて ありがとう

湖東中学校 3 年生

西山羽樂(うた)さん

湖東中学校 2 年生

澤村亮成(りょうせい)さん

湖東中学校 2 年生

小中つむぎさん

ことうふるさと文化展
10 月 31 日～11 月 3 日、
ことうふるさと文化展を
開催。たくさんの方にご来館
いただきました。コロナ対策
へのご協力、ありがとうござ
いました。

１２月のいこいこ広場 通信

お知らせ

毎週木曜日の 10：00～16：00 に開催しているみんなの
居場所です。13：00 まではおいしいコーヒーも飲めます！

★ １２月３日（木）10：30～12：00

１２月 さざんか学習講座

【板倉さんのイライラしない子育て講座 第２弾】

★ １２月１０日（木）10：30～12：00

６日（日） 9:00～ 季節野菜おいしくクッキング
７日（月）19:30～ 三味線に挑戦!!

【まちカフェによる羊毛フェルト作り】

★ １２月１７日（木）10：30～11：30
【ミュージックベルサークル『モナリザ』さんによる
ハンドベルの演奏会】

１０日（木）13:30～ 季節のスイーツ教室
１１日（金）19:30～ ミラクルレディ教室～夜コース～

★ １２月２４日（木）10：30～12：00
【西澤さんのクリスマスコンサート】

１２日（土） 9:30～ こどもクッキング教室
１７日（木）13:30～ 大人のやさしい書道教室

≪コミセンで音楽を聴こうプロジェクト≫
★ １２月６日(日)14：00～16：00

１７日（木）13:30～ ミラクルレディ教室～昼コース～
２５日（金）13:30～ 季節の花を楽しむ教室

【ＪＡＺＺレコードコンサート Vol.２】
～昼下がりＪＡＺＺ聴きくらべ～

コトナリエの冬版『コトナリエ

ウィンターアヴェニュー２０２０』 開催っ！！
夏のコトナリエに代わって、今年は冬のコトナリエだ！ 湖東支所からひばり公園にかけての
道路沿いが、夜６時～10 時の間キラキラに！ 期間は 11 月 21 日から令和３年１月末日まで。
こもれ日 小田苅家 ★ あじさい食堂 ★

≪連絡先≫こもれ日小田苅家：０９０-３２８８-６５８０

開催日：12 月 9 日（水）、12 月 23 日（水）参加費：100 円 ※ 新型コロナの影響で中止になる場合があります
★お礼★ 地域の方にお野菜とお米を提供していただきました。ありがとうございました。
表紙に寄せて……湖東マングース
第 45 回滋賀県報知新聞社旗争奪学童軟式野球大会 マクドナルドトーナメント湖東地区大会 準優勝！
近畿学童４年生大会 県大会出場 ベスト８
毎週土曜日、湖東第二小学校で練習しています。 随時団員募集中です！ 体験にきてね！
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