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連 絡 先  

TEL・FAX 077-565-1560 
E-mail  yagura @ machikyou.jp 

  6月12日（土） 「花いっぱい運動サポーター」 

 さんに、花苗（マリーゴールド・ベゴニア・サルビ 

 ア）と、苦土石灰入りの腐葉土、追肥用の化成 

 肥料も一緒に配付し、花壇やプランターに植え 

 ていただきました。 

 

「ポイ捨ての 

見張り番」  

も登場 !!  

見られてますよ！ 

令和3年度 「矢倉学区人権フォーラム」 の年次計画を報告します 

✿みんなで、矢倉のまちを花いっぱいで 

        きれいなまちにしてみませんか✿ 

    ＊花壇がなくても大丈夫ですよ＊ 
プランター、土、肥料、花の苗、ポイ捨てごみの 
回収袋などは、「美しいまち推進部会」から 
ご提供します。 

（まち協：美しいまち推進部会） 

矢倉学区人権フォー 

ラム委員の研修会 

（第3・第4講座） 

＊コロナ禍により 
   2回に分散して 

開催します 

R3.9/1（水）19:30～ 

矢倉 
まちづくりセンター 

1班（矢倉.玄甫.玄甫団地. 
 馬池.グランドール.みら 
 い） 人権センターより、町内学習懇談会の

説明の後、各町内会単位で行政協力者

と学習懇談会の打ち合わせ 
R3.9/8（水）19:30～ 

矢倉 
まちづくりセンター 

2班（室木.東室木.中尾. 
 ピースタウン.大塚団地.  
 矢倉団地.教職員住宅） 

町内学習懇談会 
R3.10月～12月 

各町内会集会所等 

町内会単位で、住民のみなさんを対象に、啓発資料・DVD等を使用 

しての学習懇談会を行いますので、多数のご参加をお願いします 

矢倉学区 

人権のつどい 

R3.11/24（水）19:30～  

矢倉 
まちづくりセンター  

学区委員・PTA・民生児童委員・町内会長・住民のみなさん、是非 

ご参加ください 

実践発表と 

講演の集い 

R4.2/16（水）19:30～ 

矢倉 
まちづくりセンター  

学区委員・住民のみなさん 
モデル町（中尾町）の学習懇談会の実

践発表と、講師による講演を聞きます 

■応募方法■美しいまち推進部会 部会長（水谷） 
090-6984-5573 または、矢倉まちづくりセンター 
（山口）077-565-1560 までお電話ください☎ 

＜主な活動計画とその概要＞ 

サポーター募集中です！ 
    「美しいまちづくりサポーター」とは 

花いっぱいで、ごみの無い、きれいなまちづくり 
を目ざして、矢倉学区未来のまち協議会・美し 
いまち推進部会のサポーターとして、ご自宅や 
近くの公園、道路の緑地帯などに、花苗を植 
えて育てていただく方です。 （年間2回程度） 

 

ポイ捨てごみの 

 回収活動も 

   実施中・・・ 

 6月9日（水）：開催予定だった委員総会は、コロナ禍により中止し書面決議とし、人権に関する大切な 

全ての提案事項は多数決で全て承認されました。なお、今年度の役員には会長/前田五郎（玄甫町）、

副会長/黒川正男（中尾町）、会計/内園真知子（馬池町）の方々が選出されました。 <敬称略> 

    令和3年度 学習テーマ ： 「すべての人権が尊重され、平等に持てる力が発揮できる社会」 

                      誰もが暮らしやすい社会、多様性が認められる社会の推進！ 

矢倉学区(6月30日現在)(前月比増減)  
     人 口 9,774人(-29人) 
      男性 4,819人(-18人) 
      女性 4,955人(-11人) 
     世帯数 4,432世帯(-10世帯) 
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   「子どもスクール」と「なかよし広場 ＋ にこにこレストラン」で楽しみましょう♪ 

 
 
 
 
  
 

令和3年度 「矢倉やすらぎ学級」 新規開講しました！ 

「左手は上に～！ 右手は下に～♪」 

 6月16日（水） 13:30からの開講式後、滋賀県レクリエー 

ション協会の、西條智晴さん・黒川かず江さんによる、第1 

講座 「脳トレゲームでリラックス」 を開催しました。  

座ったまま手指を動かしたり、頭を使った 「都道府県ビン 

ゴ」 に皆さん終始笑顔で参加され、とても楽しそうでした。 

講座終了後 「楽しかった～♪」 など多くの感想をいただ 

きました。 

 しっかりとコロナ対策を取り、心身の刺激を共有する 

楽しい集いを今後も続けていきましょう！   

 今年度の「子どもスクール」は、第2土曜日の10時から、「なかよし広場 ＋ 

にこにこレストラン」は、2回とも10時から開催します。 

 第1回目の7月は、親子で「ミニ四駆」を作って、テストコースを組み立てて、走らせました！  

なお、以降の計画は下記のとおりです。 各月の詳細は、その都度小学校にてお配りする 募集チラシ  

をご覧ください。 

  ★なかよし広場 ＋ にこにこレストラン★ 

1．「なかよし広場」では、「でこぽん♪」さんのおはなし 

   会や、子ども達が自由に作る、「缶バッジ」 「しおり」  

   「プラバン」などの創作コーナーで楽しみましょう♪ 

2．「にこにこレストラン」では、社会福祉協議会・健康 

  推進員・更生保護女性会さん等にご協力いただき、 

  美味しいご馳走をみんなで楽しくいただきましょう♪ 

（まち協：元気な子ども育成推進部会） 

 集まれ～!! 

  今後の予定 （都合により変更の場合あり） 

R3.8/14 ミニ四駆教室（2回目） 

9/11 ミニ四駆教室（3回目） 

10/23 なかよし広場＋にこにこレストラン 

11/13 将棋体験教室 

12/11 クリスマスケーキ作り教室 

R4.1/8 昔あそび教室（けん玉・こま回し・凧作り） 

2/26 なかよし広場＋にこにこレストラン 

3/12 昔あそび教室（けん玉・こま回し・凧作り） 

          矢倉幼稚園児のかわいい 「七夕のつどい」 

 

 7月7日（水） 矢倉幼稚園にて 「七夕のつどい」 が開催されました。  

遊戯室には、園児と家族の 「願い事」 を書いた短冊などで飾り付けた2本 

の大きな笹飾りが美しく並び、手話を交えた矢倉幼稚園の園歌でスタート。 

園長先生のお話、絵本サークルさんによる 「七夕お話会」 （大型絵本・クイ 

ズ・紙芝居）、先生による 「星空スライドショー」 （星座のお話）など盛りだく 

さん！ 園児たちは大きな声で元気にクイズに答えたり、じゃんけんゲーム 

（貨物列車）で仲良く遊んだりと、楽しく過ごしました。  

 当日は、あいにくの大雨でしたが、彦星と織姫が無事に会い、みんなの 

願い事を叶えてくれるように、笹飾りに向かってお願いをする子どもたちの 

姿も見られました。 
  

今年度のキーワード：かがやけ！ 
あきらめないやぐらっこ！ 

じゃんけんゲーム（貨物列車） 
 で大盛り上がり♪ 

ちいさなたまご  あなたはだ～れ？ 

お知らせ：矢倉幼稚園は、来年（令和4年）4月からきれいな園舎になり 

幼稚園をベースとして、保育所の機能も備えた幼稚園型の 「矢倉認定 

こども園（仮称）」【3年保育】に移行します！ こども園説明会の日程等 

については、8月号 広報くさつをご覧ください。 
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「更生保護女性会」 の研究会を開催しました 
 

  

   

   

 ＊但し、ボタン電池は、不可！ 

 家電店等に持ち込んでください。 

      

＊白熱灯         

＊グロー球                 

＊LED電球        破砕ごみ類 

陶器・ 

ガラス類 

 ① 
⑦ 

⑤ 

⑥

     ② 
（ベルマーク対象品のみ） 

③ 

④ 

「捨てればただのごみ！」 だけど、リサイクルで有効活用すれば 「貴重な資源」 になります！  

 破砕ごみ類で回収されなくなった「使い捨てライター」

や、「ペットボトルキャップ」・「空き缶プルトップ」・ 

「ベルマーク」等を、矢倉まちづくりセンターにて 

回収しています。 回収場所は下記のとおりです。 

是非ともご協力をお願いします。 

ベルマーク  受付カウンター上 ① 

インクカートリッジ 記帳台下 ② 

ペットボトルキャップ 記帳台下 ③ 

空き缶プルトップ 記帳台下 ④ 

入れ歯 記帳台下 ⑤ 

古切手 記帳台下 ⑥ 

使い捨てライター 記帳台下 ⑦ 

乾電池 ⑧  正面玄関 自動ドア前 

蛍光管 ⑨ 駐輪場 

屋 

外 

ふ 

れ 

あ 

い 

サ 

ロ 

ン 

内 

開館中ならいつでも自由に持ち込めますよ!! 

＊下記の電球類は、市の指定ごみカレン 

 ダーに基づき、出してください。 

ちびっこたちにとって 

水遊びは最高♪ 

癒されますね。 （H.K） 

「子育てサロン」 よせて！いいよ！ 

  

手作り天の川 

今月の1枚   

 6月23日（水） 大会議室にて「七夕まつり」を行い 
カラーのビニールひもで、天の川に見立てた七夕 
飾りを作った後、お子さんたちは歌に合わせて手 
遊びや紙芝居を楽しみました。 
8月25日（水）は、「縁日お店屋さんごっこ」の予定 
です。 （社会福祉協議会、民生委員・児童委員協議会） 

 ＊参加費：無料 
 ＊申 込：不要 

＊0歳～未就学の 
  お子様とご家族 
＊持ち物：飲み物 
  タオルなど 

⑨ 

⑧ 

 6月24日（土）  「社会を明るくする運動」の一環としての
「ケース研究会」を「生きづらさを生きていく」 をテーマ に
開催しました。概要は以下の通りです。    

 以上の２例のケーススタディをもとに「問題点の抽出」と
「どのように向き合えばよいか」の課題について話し合い
ました。 
＊住民の皆さまにお役に立てればとの思いから、その関 
 連事項のみを抜粋して以下にまとめてみました。 
 ご参考になれば幸いです。 
1.昨今、「生きづらさ」を感じる人は皆無ではなく、むしろ 
 増加傾向にある（コロナ禍も影響している）。 
 事例として「育児や介護によるノイローゼや疲弊！」、 
 「仕事がなく、貧困生活苦や家庭内暴力に困窮！」、 
 「子どもの行く末が心配」等の生きづらさの現実がある。 
2.行政相談員等からは「現在の中高生の交際ツールは、 
 親も気づかないことがあるので、子ども任せにせず、と 
 きには悩み事を聞いたり、不審な行動がないか等、チ 
 ェックすることが大切」 「家庭内暴力や育児、介護等の 
 問題を、一人で悩まず、困った時は相談機関（下記参 
 照）」に相談するなどして支援を受けることも大切」等の 
 アトバイスをいただきました。  （Ｒ.Ｈ） 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

＊相談機関 ： 社協心配事コーナー ☎ 566-1266 
           キラリエ4階 毎週水曜日 10～13時 
          （青木和子さん ☎ 090-9166-1857） 

①「退職後、趣味もなくアルコール依存症の男性の家庭 
  内暴力等に悩む家族」のケース 

②「幼少の頃、親が離婚、家事を担う女の子、学校では 
  いじめに遭い不登校となる。SNSで知り合っ た男性と 
  金銭上の付き合いを始めた少女」の ケース 
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  枝豆のひすい煮 

(作り方） 

①枝豆はさやから出して

おく。 

②出し汁を温め、全ての

調味料を入れて味を

調える。 

③②に①を入れ弱火～

中火で火が通るまで

加熱する。 

枝豆とサーモンの冷製パスタ 

矢倉まちづくりセンター 2021年 8 月 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29  30 31 9/1 9/2 9/3 9/4 

憩 

憩 

憩 

憩 

憩 

大塚団地 

大塚団地 

大塚団地 

大塚団地 

東室木町 

東室木町 

※都合により、開催が中止等の変更になる場合がありますので、あらかじめご了承願います。 

(2人分) 

・枝豆： （さやつき）200ｇ 

・スモークサーモン： 70ｇ  

・ファルファッレ： 180ｇ 

・レモン汁： 小さじ2 

・オリーブ油： 大さじ3 

・塩コショウ： 適宜 

 

町会長委員会 

19:30～ 

(2人分) 

・枝豆： （さやつき）250ｇ 

・出し汁： 100ｍｌ 

・みりん： 大さじ1  

・酒：小さじ1 

・塩：一つまみ 

・しょうゆ： 少々 

山の日 

   「おつまみだけではもったいない」 枝豆です！ 
  皆さんお馴染みの、鮮やかな緑色をした枝豆です。 

 特にビタミンB1が豊富で、消化液の分泌を促し、糖質をエネルギーに変えるのを 
助け疲労回復に役立ちます。さらに、骨粗しょう症の予防や更年期障害の解消など
の効能が期待されるイソフラボンも含みます。 
今回はちょっとユニークなレシピです。家族みんなでおいしくいただきましょう。 

     （作り方） 

①枝豆をゆで、さやから豆を

取り出しておく。 

②ボウルでⒶを混ぜ合わせ 

  塩コショウで味を調える。 

③ゆでて冷水にさらし水を

切ったファルファッレと 

  スモークサーモンを②と 

  混ぜ合わせ、器に盛り 

  ①を散らす。 

Ⓐ 

振替休日 

イラスト イベント名 開催場所・開催時間など 

 生涯学習大学  ・矢倉まちづくりセンター  13：30～15：00  

 卓球同好会  ・矢倉まちづくりセンター  13：00～16：00  

 子育てサロン  ・矢倉まちづくりセンター  毎月第4（水） 10：30～12：00 

 ふれあい喫茶「憩」  ・大塚団地 / 毎週（火） 11：00～    ・東室木町 / 第1・3（木） 10：00～  

 矢倉朝市  ・矢倉まちづくりセンター  9：00～11：00  

 矢倉やすらぎ学級  ・矢倉まちづくりセンター  13：30～  ※変更する場合があります     

 子どもスクール  ・矢倉まちづくりセンター  10：00～12：00 

憩 

わんぱくプラザ 

 9：15～ 

（絵画広場） 

エレベータ修理 

14:00～ 使用不可 

矢倉小学校始業式 

憩 

大塚団地 

憩 


