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～ まち協だより ～
～ 防災コミュニティ部会 ～

食いしん防災隊が行く

「前回のギャグが小粒だった」というお叱りを頂戴しました。楽しみにしてくれる方が最低１名いるとわか
って感無量です。
さて、湖東地区防災ネットワークが誕生して１年。先月には初年度締めくくりとなるブロック代表者会議を
行いました。集まった各ブロックの代表からは、
「それぞれの自治会の状況が話し合いを通じてよくわかった。
これから課題に取り組んでいきたい」という声が出ました。
全体の代表を兼ねる村田道広さんは「まちづくり協働大賞に入賞するなど、活動を評価してもらえたのが
よかった」と振り返りました。湖東まち協会長も「ブロックごとに分かれて活動したところ
がよかったと思う」と語りました。
食いしん防災隊のことは誰も褒めてくれなかったので、自分でご褒美にイチゴ大福を
買ってむさぼり食べました。２年目も防災ネットがんばるぞ！
（Akipyon）
第一小ブロック

僧坊
湯屋
平柳
祇園
読合堂
中里
下里

第二小ブロック

第三小ブロック

下一色
すまいるタウン
勝堂
北菩提寺
西菩提寺
南菩提寺
横溝

中岸本
下岸本
小田苅
大清水
南清水
北清水
清水中
小池
野神団地
長
メイタウン
サンコート小池

支所ブロック

南花沢
北花沢
横溝出屋敷
湖東ﾆｭｰﾀｳﾝ
横溝ﾆｭｰﾀｳﾝ
槌之宮
池庄

幼児園ブロック

小八木
今在家
平松
大沢
中一色

※ ビーンズタウンは未加入。早く入ってね！

～ 子育て支援プロジェクト ～
子育て支援プロジェクトは、湖東地区に住んで
おられる子育て世帯に対して行ったアンケート調
査で得られた声から、活動を行っています。
「新しく引っ越しをしてきて、友だちがいない」
「小学校の行きかえりの安全に不安」
「幼児園で友だちだった子と、たまには会う機会
がほしい」 など……
このような意見から、今年度の活動計画を決定
しました。内容は以下のとおりです。
行事名

予定日

対象者

夏休み
社会科見学
バスツアー

８月
20 日

小学４年
から６年

防災に関連する施
設などを見学。

中学生

避難所開設を行い、
避難所での生活を
実際に体験。

９月、
３月

―

不要になったラン
ドセルや体操服、学
生服の再利用を目
的に交換会を開催。

11 月

湖東地区
在住の子
ども
(小学生か
ら中学生)

日本で働いておら
れる外国の方とサ
ッカーや食事会（お
互いの郷土料理を
振る舞う）を予定。

湖東
クリスマス
会

12 月

湖東地区
在住の
未就園児

新入生
通学路
ウォーク

３月
新小学
２９日
１年生

こども園入園前の
子ども達でクリス
マス会を開催。
通学路を新一年生
と保護者、交通ボラ
ンティアと歩き、交
通マナーを学ぶ。

防災
サマー
キャンプ
学校用品
の不用品
交換会

国際
交流会

未定
(夏休み)

内容

～ 湖東歴史文化プロジェクト ～
勝堂古墳群を訪ねる
３月２４日（日）午後１時半から４時過ぎ
まで『勝堂古墳群を訪ねる』と題してフィール
ドワークと懇談会を行いました。ガイド兼講師
として東近江市埋蔵文化財センター長の杉浦
隆支さんをお招きしました。地元「里山会」の
方々を中心に、湖東地区外の方、スタッフを
合わせ３０名に迫る多くの方にご参加いただき
ました。
五つの古墳、正眼寺を回り、勝堂研修セン
ターに戻った後、皆さんに色々な思いを語って
もらう時間をとりました。地元の方の刺激的な
お話も聞けて、
盛況のうちに
終えることが
できました。
（黄地）

～ 湖東まち協 令和元年度総会 ～
湖東地区まちづくり協議会では、今年も 5 月
２９日水曜日午後７時３０分から、湖東コミセ
ンにて令和元年度の総会を行います。
「まち協って、どういう活動してるんやろ？」
「まち協の予算ってどうなってるやろ？」
「まち協の会長さんて誰なん？」
などなど、まち協を知っていただけるチャンス
です！
まち協に興味のある方も、興味のない方も、
どなたでもご参加いただけます。
皆様のお越しをお待ちしております。

～ 地域の話題 ～
～ 粗大ゴミについて ～
４月１日よりゴミの出し方が大きく変わりました。
“燃えるゴミ”は出せるゴミの種類が増えたのですが、
それ以外のゴミの出し方が難しくなりました。そこで、今回は“粗大ゴミ”について調べました。
○ 家具、机、本棚、子供遊具など燃える粗大ごみ
……令和元年度に自治会で実施する粗大ゴミ回収に
○ 自転車、三輪車、スチール棚、金属サッシ、トタン
……年３回、湖東支所裏で実施する“元年度金属類回収日”
……１１月９日に実施する“元年度粗大ゴミ回収日に
○ 石油ファンヒーター、扇風機、電子レンジなどの家電製品で、燃えないごみの指定袋に入らないもの
……能登川清掃センターへ直接搬入する。市役所か各支所に申請（有料）
○ その他、燃えないゴミ指定袋に入るゴミ
……指定袋に入れ、
“燃えないゴミ”の日に出してください。
令和２年度以降、自治会や支所裏での粗大ゴミ回収もなくなります。なるべく今年度中に出すようにして
ください。
「処分したいゴミがたくさんある」
、
「置いておく場所がない」そんな時は直接搬入ができます。
☆燃えるゴミ、燃える粗大ごみ、資源ゴミ……日野清掃センターへ
☆燃えないゴミ、燃える・燃えない粗大ごみ、ガレキ類……能登川清掃センターへ
月曜日～金曜日（土・日曜日、祝日、12 月 31 日と年始はお休み）
（能登川清掃センターは第４日曜日
も受付をされています）の 8：30～12：00、13：00～16：30（12/30 は 15：00 まで）の間で持
ち込めます（有料）
。持ち込む前に市役所か各支所で申請して【搬入許可書】をもらってください。その際、
身分証明書を掲示してください。
「出し方がわからへん！」とゴミの出し方で悩まれている方、お問い合わせください。
≪お問合せ≫ 東近江市
廃棄物対策課
TEL 0748-24-5636 IP 050-5801-5636
湖東支所
TEL 0749-45-0511 IP 050-5801-0511

湖東診療所からのお知らせ
４月１日から所長が交代しました。
そうむらじゅんぺい

新しい 先生は、宗村 純 平 先生です。
診療時間も変ります。
月、火、木、金曜日は午前９時から１１時
３０分になります。
その他については、新体制が軌道に乗ると
変更もありえますので、詳しくは湖東診療所に
お尋ねください。
電話 ０７４９-４５-０００１
ＩＰ ０５０-５８０２-２２８６

お詫び
広報『好きやねん湖東』１６４号（2019 年 2 月
発行）２ページ【 『お米甲子園』特別優秀賞 受
賞！！】の記事に誤りがありました。
つきましては下記のとおり訂正させていただ
きます。
誤：八日市南高校 農業科 食物班
正：八日市南高校 農業科 作物班
読者の皆様ならびに関係者の皆様にご迷惑を
おかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

とんちゃんの英語でひといき
Hello! （ハロー）こんにちは！
大坂なおみ選手がテニスの全豪
オープンで優勝した時、何を話すかと
観衆が固唾をのんで見守っていると、
とても恥ずかしそうにハローと言っ
たので会場中が笑いに包まれました。
テレビで外国人が英語で話すとき、開口一番何を言うの
か耳をすまして聞いていると、どんな場面でどんな言葉
を使うのか、とても勉強になります。人と会った時、ハロ
ーの後に続く言葉は相手の名前とか、自己紹介などがあ
ります。
ハローの他に「Hi！（ハーイ）
」も良く使います。こち
らは少しくだけた調子です。
私はアメリカ・テネシー州の大型スーパーのレジに並
んだ時、レジの人から「Hi! How you doing?（ハイ ハ
ウユードゥイング？）
」こんにちは。元気？と言われ、日
本ではそういう経験が無かったのでびっくりしました。
友人に会った時によく使われます。教科書的には How
are you doing? ですが、口語では短縮していう事があ
ります。
先日 NHK でクイーンのドキュメンタリーを見ていた
ら、コンサートの聴衆に向かって「Hi, boys and girls（ハ
イ ボーイズ アンド ガールズ）
」と呼びかけていまし
た。やあ、みんな。といった調子でしょうか。
今日はここまで。Bye for now. （バイフォナウ）

新しいさざんか学習講座がスタート！
ミラクルレディー教室

プラチナ教室

朝からきらきらに！ 朝の部
5/１４ 魅惑のサボンドゥフルール
7/１１ 畳のへりでミラクルバッグ
９/１１ おしゃれなチョークアート
１１/１３ 癒しのハーバリウム
1２/１３ 素敵なクリスマスリース
夜までミラクルに！ 夜の部
5/２４ 魅惑のサボンドゥフルール
7/２６ おしゃれなチョークアート
１０/２５ 美味しい珈琲の淹れ方
１１/２２ 癒しのハーバリウム
1２/１３ 素敵なクリスマスリース

毎回話題が変わって楽しく元気
に過ごせます！！
５月 生きがい講演
６月 野外研演
７月 暮らしの知恵講演
８月 環境問題講演
９月 グラウンドゴルフ
ほか５回

ドローンを知ろう！
ドローンを飛ばすための基礎を
楽しく学べる。下記いずれか希望
日１回
５/１５、６/１９、７/１７

めざせ！おやつの達人
定番のロールケーキやクッキーから
和菓子まで、簡単で美味しいおやつの
作り方を学べます！
６/２３、９/８、１０/２７、
１２/１５、３/１ （全５回）
このほかにも
・三味線に挑戦！
・郷土探訪教室 ・歌う脳トレ♪
・季節野菜おいしくクッキング！！
・書道教室
・押し花アート教室
・季節の花を楽しむ教室
・四季の花に親しむ教室
など、多数の教室を用意しています。

定員に若干余裕がありますので、
湖東コミセンにお問い合わせくだ
さい ☎0749-45-0950

来たれ！サークル仲間
練習日：毎月第 1・第 3 火曜日
時 間：午後 7 時半～9 時まで
（変更の時もあります）

楽譜が読めなくても大丈夫！
童謡からポップスまで、みんなで楽しく
歌いませんか。初めての方でも大歓迎です。

５月 さざんか学習講座
13 日（月）13：30～ 押し花アート教室
13・27 日（月）19:30～ 三味線に挑戦！
14 日（火）

郷土探訪教室

14 日（火） 9：30～ ミラクルレディー教室 朝の部
15 日（水）20：00～ ドローンを知ろう！
16 日（木）10：00～ 歌う脳トレ♪
16 日（木）13：30～ 書道教室
18 日（土） 9：00～ 子どもクッキング教室
24 日（金）13：30～ 季節の花を楽しむ教室
24 日（金）19：30～ ミラクルレディー教室 夜の部
26 日（日） 9：00～ 季節野菜おいしくクッキング！

＜編集・発行＞ 湖東地区まちづくり協議会 東近江市池庄町 495

ことうビーチボール大会優勝のひばりーズ

練習日：毎月第 1・第 3 火曜日
時間：午前 10 時～11 時（変更の時もあります）
楽しい仲間づくりを一番のモットーとして、日々
脳と心のトレーニングに励んでおります。初めて
の方でも親切、丁寧にご指導いたします。
【お問い合せ】湖東コミセン 担当：外村

～まちカフェ通信～
☆ １回目…５月１３日（月）１０時～１２時
【未就園児さん集まれ！】
未就園児さん対象にリズム遊びをします。ママと
お友達と一緒に楽しく体を動かそう!! 相談員、板
倉元さんのミニ講座も同時に開催します。是非ご参
加ください!!
・参加費２００円（ドリンク付き）
☆ ２回目…５月２４日（金）１０時～１２時
【夏の寄せ植えを楽しもう】
・参加費２０００円
申し込み５/７～１３ 湖東コミセン窓口
※先着１５名様です
★ 開催場所…湖東コミュニティセンター別館
★ ドリンクを１００円で提供しています。
気軽にお越しください。
湖東コミュニティセンター内

IP : 050-5801-0950
NTT : 0749-45-0950
FAX : 0749-45-2049
ホームページ http://www.sukisuki-koto.jp/
E ﾒｰﾙ suki-koto@e-omi.ne.jp

