人権学習 ＆ 芋パーティー

～ホクホクでみんな幸せ～

令和 3 年 1 月 7 日

二町自治会 11 月 30 日

11 月 8 日（日）二町自治会館にて、人権学習と芋パーティーが開催されました。

世帯数 833 戸

今年は大勢の子どもたち約 60 名が参加しました♪
人権学習では、河西小学校で「福々亭ポン太」の芸名を持つ野村幹夫校長先生が講師となり
桃太郎など子どもを題材にした落語で人権についてお話しをして頂きました。
芋パーティーでは子どもたちが自分の芋を選び炭火の上に丁寧に並べて焼いてくれました。
自治会館はほかほかの焼き芋に大喜びする子どもたちの声で大いに盛り上がりました！
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新年のご挨拶
＜人権学習＞

＜芋パーティー＞

二町町の皆様、新年明けましておめでとうございます。

自治会からのお願い
※守山市の安全・安心メ-ルに登録しませんか？
守山市では、災害情報(洪水､避難等)や気象警報、行政情報(光化学スモッグ､感染症､
インフルエンザ､食中毒等)､地震情報(震度 4 以上)､防犯情報等で緊急かつ広域的な
情報をご希望の方の携帯電話やパソコンにメール配信しています。
※安全・安心メールの登録方法
・下の二次元コードまたはメールアドレスから登録画面に進んでいただき、
空メールを送信してください。
・空メールを送信後、登録案内メールが届きます。
承認いただくと、登録完了です。
メールアドレス t-moriyama@sg-m.jp

昨年はコロナ禍のなか自治会運営に格段のご支援、お力添えを賜り厚く
御礼申し上げます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
昨年は年初より新型コロナウイルスの感染が広まり、日本中が自粛ムードで 林元三自治会長
街は閑散となり、わが守山市におきましても例外ではなく、自粛生活など
不自由な生活を強いられ社会生活の様式も一変いたしました。そのような中で自治会行事も中止を
せざるを得ない状況となりましたが、感染状況をみながら、いくつかは実施することが出来ました。
その中でも令和 2 年度より、「秋まつり」として開催しました「美術展覧会」では多くの方々より
力作を出品して頂きましたこと心より感謝申し上げます。
最後に、令和 3 年が皆さまにとって素晴らしい年になることをお祈りし、新年のご挨拶とさせ
て頂きます。
令和 3 年 1 月
二町自治会長 林 元三

班常会の開催

当面の行事予定
ＣＡＦＥふたまち ･･･１／２1、2／18、3／18 （毎月第３木曜日 10:00～12:00）
親子ほっとステーション ･･･ １／２8、2／２5 （木曜日 10:00～11:30）
最終自治会費徴収日･･･２／７（日） ９：００～１１：００

下記のとおり、班常会を開催します。班常会は、各班の来年度の自治会役員を決定し、
自治会総会で要求する意見・要望をまとめるなど、各班にとって重要な会議です。
1班

２月

7 日（日）

午後 7 時から

自治会館

2班

２月 14 日（日）

午後 7 時から

自治会館

3班

２月 13 日（土）

午後７時から

自治会館

4班

２月 20 日（土）

午後 7 時から

自治会館

明けましておめでとうございます。あっと言う間にお正月休みも終わりましたね。

5班

２月 13 日（土）

午後 2 時から

集会場

さて今年も新型コロナウイルスと共存の年と思われますが、感染防止に工夫を凝らし行事、活動に努力します。

6班

２月 14 日（日）

午前 9 時から

集会場

令和 3 年度自治会総会･･･３／２８（日）

＊最新情報は自治会 HP などでご確認いただくよう、お願いいたします。
〈編集後記〉

皆様にとって良い 1 年になりますよう、心よりお祈り申しあげます。
広報部会 編集担当（1 班 木村・2 班 神田・3 班 横田・4 班 新名・5 班 立田・6 班 土山）

詳しくは、各班の回覧等でご確認ください。

第一回 二町秋祭り

～多くの町民の力作を展示～

秋の河川公園清掃

10 月 10 日（土）、11 日（日）二町自治会として初の試みである二町秋祭りが開催されました。
展示コーナーでは、書、絵画、写真、手芸、立体の 5 部門に町民 55 人から 68 点にもおよぶ
素晴らしい作品が数多く出展され、訪れた方を楽しませてくれました。
会場では人権 DVD を上映し、人権学習も開催いたしました。
更に、大抽選会では豪華な景品が当たるたび会場に大きな歓声があがっていました。
本来であれば屋台など催す予定でしたが、コロナの感染防止を優先し、なるべく密を避ける
ため、このような形での開催となりましたが、多くの方に参加して頂き感謝しております。

～みんなで美しいふたまちを～

11 月 22 日（日）秋の河川公園清掃が行われました。ボランティア活動の方々の
事前の清掃により、スムーズに清掃を終えることが出来ました。
３連休の中日にも関わらず沢山の方が参加していただき有難うございました！

CAFÉ ふたまち

～いつも美味しくいただきます～

CAFÉ ふたまちは、10 月 15 日は三色おはぎ、11 月 19 日にはちらしずしが振る舞われ、
どれも 100 円で召し上がれます！毎月第 3 木曜日に集会所にて開催しています。
いろんな方とのコミュニケーションも取れますので是非、参加をお待ちしております。

＜作品会場＞

＜人権学習＞
＜10 月 15 日のメニュー＞

親子ホットステーション

＜作品当選者＞

＜大抽選会＞

< 漢字クイズ >
イベントのひとつ「漢字クイズ」を行いました。抽選の結果、以下の 3 名の方が選ばれました！
2 班今里さん、6 班土山さん、6 班中さん 当選おめでとうございます！
＜かがやきクラブ＞

相撲祭

～たのしいミニ運動会・クリスマス会～

親子ホットステーションでは、10 月はミニ運動会で玉入れ、布バルーン、かけっこなどをして
楽しみました。11 月はクリスマス会でプレゼントをつくりました。0 歳時から就学前のお子さん
が、ご両親や、おじいちゃん、おばあちゃんと楽しく遊びますので気軽に参加してください。

～今年は式典・展示で開催～

10 月 18 日に大宝神社で相撲祭が開催されました。
今年はコロナの影響で神事相撲を取りやめ、式典、
太々神楽、手作り化粧まわしの展示のみとされました。
二町町からも素晴らしい作品が出展され、
特別賞 2 点、佳作 10 点が選ばれました。

新嘗祭

＜11 月 19 日のメニュー＞

＜10 月22 日・ミニ運動会＞

ほたるの幼虫を放流
＜手作り化粧まわし＞

～来年の楽しみです～

＜式典＞

田中副自治会長のお世話で
「ほたるの森資料館」から
300 頭のほたるの幼虫をもらい
受けました。

～自然の恵みに感謝～

11 月 29 日に市杵姫神社で新嘗祭が行われました。
新嘗祭は本来、勤労感謝の日に取り行われ、
その年に収穫した新穀などをお供えし、感謝の奉告を
行う祭りごとで、収穫感謝の祭りとも言われています。

＜11 月 26 日・クリスマス会＞

子ども会が物部幼稚園近くの
小川など 3 か所に放流しました。
＜新嘗祭＞

<10 月 3 日・ほたるの幼虫の放流>

