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12/ 1  ・中里大学健康講座（移動教室） 
12/ 2  ・中里大学芸能講座 
12/ 3   ・子ども教室 
12/ 7  ・中里大学陶芸講座 
12/ 9  ・中里大学歴史講座 
       ・いきいき 100歳体操 

 ・子ども教室 
12/10 ・子ども教室 
12/11 ・子ども教室 
12/12 ・生け花講座 
12/13 ・子ども教室指導員研修会 

（凧作り） 
12/15 ・中里大学筆ペン講座 
12/16 ・いきいき 100歳体操 
12/17 ・中里大学一般教養講座 

（地域づくり） 
・子ども教室 

12/21 ・中里大学音楽講座 
12/23 ・いきいき 100歳体操 
12/24 ・子ども教室 
12/26 ・生け花講座 
 
《放課後子ども教室のお知らせ》 
日暮れの時間が早くなってきました。 
開催時間は午後５時までですが、子ども達 
が明るいうちに安全に帰宅できるよう声 
がけを行います。 
子ども教室に参加する場合は、お迎えの有 
無をお子さんと確認を行ってください。 
 
《新型コロナウイルス感染症予防対策》 
上記予定した講座等の中止・延期等の対策 
を行う場合があります。 
詳しくは、中里市民センターまでお問合せ 
ください。 
 
《カラオケ大会中止のお知らせ》 
新型コロナウイルス感染症拡大予防のた 
め、今年度の行政区対抗カラオケ大会は中 
止となりました。 

11 月７日（土）～８日（日）の両日、第 40 回中里地区民文化祭展示

部門が開催され、地域内外から800名を越す来場者で賑わいまし

た。 

安心・安全に開催できるよう、受付において全来場者の方に検温・

名簿の記入・手指消毒・リストバンドの着用等の感染症予防対策に

ご協力をいただきました。 

今年は、新型コロナウイルス感染症予防対策のために、市民センタ

ー利用を控えていた団体があったため、団体の出展数は減少しま

したが、個人の方々から数多く出品していただきました。切り絵や

一閑張りはもとより、普段目にすることのない手の込んだ作品な

ど種類も豊富で、とても見ごたえのある作品でした。 

また、3 区ではいきいきサロンで制作した作品を出展するなど、コ

ロナ過でも対策を取り活動をした団体もありました。 

中里いいとこいいこと発見事業での俳句・写真は今年も多くの方

に応募いただき、改めて中里の四季・自然・交流・文化等に触れる

機会となりました。 

昔の中里ほりおこし写真展では、昭和の頃の風景や光景などに触

れる機会となりました。中里の文化・歴史を再確認できた企画であ

り、来場者からは「昔の中里からエネルギーをもらった」「家にある

昔の写真を見返す機会となった」など喜びの声を多くいただきまし

た。 

いずれの作品も素晴らしく見ごたえがあり、芸術の街中里を彷彿

させる展示会となりました。 

作品をご提供いただきましたみなさま、大 

変ありがとうございました。 

中里市民センター報 

講座で作成した作品や団体活動・個人製作の作品を多数出展いただきました 

昔の中里ほりおこし写真展にて 



 

 

 

今年初めての企画「中里うまいもん市」は、中里小学校 3年（有志）による「よさこいソーラン」から 

景気よく始まり、2日間とも好天に恵まれて多くの賑わいでした。 

例年の「ＪＡ女性部」の野菜市、婦人会の「団子」に加え、ＪＡ青年部の「有機栽培の米」、「前堀の野菜」 

踊り隊の「リンゴ販売」、子ども教室の「中里カフェ」、キッチンカーなどが出店し、多くの方が交流を広げながら中

里のうまいもんを堪能していました。また、新型コロナウイルス感染症予防のためにお盆などに帰省できなかった

家族へと「なかさと便」にて新鮮な野菜・新米等を発送する方も多くいらっしゃいました。 

2階和室では高校生が中心となり企画運営をした「ｅスポーツ」を開催しました。 

3 密を回避するために「予約制」として実施したので、混雑することなく落ち着いてプレーをすることができまし

た。「楽しみにしてきた」という小～高校生や「どんなものだろう？親子ででできるかな？」という親子連れも多く、

2日間とも楽しく過ごすことができました。 

今回の「ＪＡ青年部」「踊り隊の小学生」「子ども教室の 6 年生」「ｅスポーツの高校生」など積極的な若い力の関わり

は地域の方々との交流を持てた経験となり、これからのまちづくりでの力となることでしょう。 

ご協力いただきましたみなさま、ありがとうございました。 

今回の中里大学一般教養講座は、「中里の方から外にいるネコについて、相談が多く寄せられている」という

声をいただいたことから、地域課題として「地域ネコ」の現状と課題について講話をいただきました。 

外にいるネコ、管理していないネコによる相談・苦情（各民区で多くの苦情があることが分かりました） 

１ 悪臭・不衛生・・・糞尿・餌の食べ残し・ゴミ袋を破く 

  ・外ネコの餌の食べ残しや糞尿があり、臭くて困っている。 

２ 周辺の住宅の花壇・畑を荒らす 

  ・外にいるネコがよその家の花壇・庭・畑で糞尿をするので始末に困っている。 

３ 発情期の鳴き声による騒音 

 ・ネコはかわいいと思うが、繁殖して野良ネコが増えると思うとネコも可哀そうだし、上記の困りごとも増える 

４ ネコ同士が関わることによる感染症の流行 

・ネコの白血病・エイズ・風邪等の発症。 

５ 外にいるネコへの餌やり 

  ・家に寄ってくる外ネコがかわいいから餌をやりたいが…。 

６ その他 仔ネコを捨てる等 

対策として 

１ ネコの飼い主のみなさんへ 

「ネコは室内で飼う」「外に行くネコは去勢手術をする」「飼いネコとわかるよう首輪・迷子札等をつける」等の 

お世話をお願いします。 

 糞尿で迷惑をかけないように・・・家ネコは家でトイレできるようしつけをお願いします。 

２ 外で餌をあげる方へ 

餌をあげた後は、後片付けをして食べ残し等の処理をお願いします。 

３ 野良ネコが増えないようにご協力をお願いします。 

  不妊・去勢手術をしないと１匹のメスネコから１年後には２０匹以上ネコが増える可能性があります。 

人もネコも快適に暮らしやすい「中里」になるよう、上記の対策のご協力をお願いします。 

  ＪＡ青年部 有機栽培の米     前堀の新鮮野菜販売      6年生の中里カフェ      ｅスポーツ開催 



11 月 13 日（金）午後３時から、中里地区防犯交通安全協会・区長・

中里まちづくり協議会第２プロジェクトチーム（25 名）の皆さんが、

薄暮時における交通事故防止運動として「ライト早め点灯」をＰＲし、

交通安全を呼びかけました。 

天候が良く明るい夕方でしたが、街頭活動に気付いたドライバーの

方々が早めにライトを点灯していました。 

日没時刻が早まるこの季節、みなさんも交通事故防止のために運転

手の方は「早目のライト点灯」を、歩行者は「見つけやすい服装・反射

材の装着等のご協力をお願いします。 

中里まちづくり協議会第２プロジェクトでは、エイジフレンドリーナカサト事業の充実のため、いきいきサロン

サポーターとしての研鑽を高めることを目的として、下記のとおり研修会を実施したします。 

１ 対 象  

いきいきサロンサポーター、区長、民生児童委員、保健推進委員、第２プロジェクトチーム員 

２ 内容・日時  

（１）感染症予防対策研修会 

  講話 テーマ「安心・安全に活動できるよう、冬季間における感染症に対する予防対策を学ぶ」 

  講師 岩手医科大学附属内丸メディカルセンター 

     医療安全管理部・感染制御部 髙橋幹夫 氏 

  ① 令和２年 12月８日（火）午前 10時～11時 30分（Ａグループ） 

  ②       〃        午後１時～２時 30分（Ｂグループ） 

 

（２）マイ・タイムライン研修会 

  講話・ワークショップ 

  テーマ「風水害に係る避難に備えた時系列による行動計画について把握する」 

  講師 防災サポートいちのせき 事務局長 佐藤志行 氏 

  ①令和２年 12月 15日（火）午前 10時～12時（Ａグループ） 

  ②      〃          午後１時～３時（Ｂグループ） 

 

（３）認知症ケア研修会 

  講話 テーマ「安心・安全に活動できるよう、認知症の対応方法を学ぶ」 

  講師 一関西部地域包括支援センター 認知症地域支援推進員 

  ①令和２年 12月 22日（火）午前 10時～11時 30分（Ａグループ） 

  ②      〃          午後１時～２時 30分（Ｂグループ） 

 

３ 感染症予防 

新型コロナウィルス感染症予防対策を下記のとおり実施します。 

（１）３密を回避するために２グループに分けて実施します。 

   Ａグループ・・・1区、2区、3区、4区、5区、6区 

   Ｂグループ・・・7区、10区、11区、12区、里が丘、蘭梅・太平 

（２）検温・手洗い場を設けると共に、参加者の名簿を控えます。 

（３）換気を行うとともに、３密を避ける対策を講じて行います。 



中里地区婦人会から 

中里市民センターの 

消毒に使用して欲し 

い」と布巾（100 枚）をいただき

ました。 

施設の消毒に使用させていただ

きます。 

お心遣いありがとうございまし

た。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

中里地区防犯交通安全協会からのお知らせ 

「冬の交通事故防止県民の実施について」 

目的 冬季は、積雪や凍結による道路環境の悪化に伴う交通事故の多発や冬休み中の子どもが関係する交通事故 

の発生が懸念されることから、交通ルールの遵守と交通マナーの実践により、交通事故防止の徹底を図る。 

日時 令和 2年 12月 15日～12月 25日 7時 30分～ 

内容 中里小学校前交差点で登校時間帯街頭指導活動を実施する。 

 

「年末年始地域安全運動の実施について」 

目的 警察や防犯協会をはじめとする地域安全に関わる多くの関係機関・団体が、地域安全活動を更に強化する

とともに、安心して暮らせる地域社会の実現を目指すものです。 

日時 令和 2年 12月 26日（土）19時～ 

内容 パトロール隊を編成し、班長の指示によって行動する。 

いつもご利用いただきありがとうございます。 

さて、令和２年１２月２９日（火）から令和３年１月 3日（日）までの 6日間は、年末年始の休館日となります。 

翌年は 1月 4日（月）から運営となります。 

皆様、よいお年をお迎えください。令和３年もよろしくお願いいたします。 

中里市民センターでは利用するみなさんが安心・安全に活動していただ

けるよう、新型コロナウイルス感染症予防対策として、毎朝①使用する部

屋の消毒・換気 ②ドアノブ・スイッチ等の消毒 ③トイレの消毒 ④スリッ

パの消毒等を実施しております。 

また、利用者みなさんには、①石鹸・流水での手洗い ②マスクの着用 

③使用する部屋の換気 ④3密の回避 ⑤利用者の記録 ⑥利用後の部 

屋の消毒等のご協力をいただいております。 

寒さが厳しくなる季節を迎えようとしておりますが、 

みなさんが安心して活動できるよう、これからも感 

染症対策のご協力をいただきますようお願いいたし 

ます。 

中里市民センターでは、日本の文化いろは「生け花講座」を開催しております。 

あなたも新しい年を花を生けて迎えてみませんか？ 

初心者も大歓迎です。交流しながら楽しく生け花に挑戦してみましょう。 

日 時 令和２年 12月 12日（土）、26日（土）14時～16時 

場 所 中里市民センター   材料費 2,000円～/回（当日集金） 

持ち物 花器（なければ深みのある皿）剣山（ない方はご相談ください） 

      花バサミ（剪定バサミ）エプロン、小さいレジャーシート 

問合せ 中里市民センターまで 


