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～ まち協だより ～
～ 福結びプロジェクト ～

結婚希望者登録出張窓口について

「１組誕生！登録者の方が入籍されました！」
あなたも勇気を出して、一歩踏み出しませんか？
現在独身で、結婚後は東近江市内に定住する意思のある方の登録を受け付けます！
東近江市結婚サポート連絡会のメンバーが、出会いから結婚までしっかりとサポートします！
下記の日程で八日市文化芸術会館にて受付けを行いますので、ぜひ登録をお待ちしております。
☆ 受付日時
８月１０日（土）
、１０月５日（土）
、１２月１４日（土）、２月１日（土）
９時３０分～１１時３０分
☆ 受付場所
八日市文化芸術会館 会議室
（登録された方は、その場で異性の PR シートを閲覧できます）
ＰＲシートの書き方などについて知りたい方は、東近江市企画部企画課（０７４８-２４-５６１０）
または、湖東地区まちづくり協議会（０７４９-４５-０９５０）までお問合せください。

～ 子育て支援プロジェクト ～
顔見て

しゃべって 笑顔で

おすそわけ

もったいない市 開催

まだ使える

野菜がとれすぎた…

のにな……

今回はじめて『もったいない市』を開催します。野菜（じゃがいも・玉ねぎ
など）、ご家庭で眠っているモノ（衣類・おもちゃ・学用品〈上靴・体操服・
ピアニカ・文具・長靴等〉
）日用雑貨 等
※ 新品でなくてもＯＫです

い つ ： ９月 ７日 （土） １３時半 ～ １５時
どこで ： 湖東コミュニティセンター 別館 ホール
※ スペースには限りがありますので、別途チラシで事前申し込みをお願いします。
※ 参加費はおすそわけのため無料
※ 当日、残った出品物は各自でお持ち帰りをお願いします。
主催：湖東地区まちづくり協議会 子育て支援プロジェクト

～ 福祉部会 ～

～ とんちゃんの英語でひといき ～

福祉部会では、
９月２日（月）
１１時～１２時、
湖 東 コ ミセ ン 別館 で 開催 す る まち
カフェにて、保険年金課の方と
ＢＩＷＡ－ＴＥＫＵアプリの登録会
をします。ＢＩＷＡ－ＴＥＫＵとは、
運動を始めたいけどきっかけが
な か っ た方 に おす す めの ス マ ート
フォン健康推進アプリです。アプリの
様々な機能を活用し、１年間の貯めた
健康ポイントは、翌年１月の賞品抽選
に応募ができます。興味のある方は、
スマートフォンをご持参のうえぜひ
ご参加ください。歩いて、参加して、
ポイントを集めて、運動する習慣を
身につけて健康増進を図りませんか。

5 月のある日、友人と六甲山へ登りました。途中最初の眺望地、
風吹岩で外国からの青年達 4 人に声をかけられました。
“Are you going to ONSEN?”
「温泉に行きますか？」
“Yes, we are.”
「はい、行きます。」
“May we follow you?”
「ついて行っていいですか？」
ここで彼らの足元やら身に着けているものを目でチェック。
ちょっと大丈夫かなと思いながら、まあいいかと判断。彼らはお水と
バナナを持参。
“Sure. Where are you from?”
「良いですよ。何処から来たのですか？」
“Singapore.”
「シンガポール」
彼らはシンガポールから旅行に来た学生達（女性 1 人を含む）で
神戸に滞在中という……つづきは次号で。

～ コトナリエ情報局！ ～
皆さん、8 月 3 日から
コトナリエが始まります！
★開催日時：８月 ３日（土）
16:30～21:00
８月 ４日（日）～１５日（木）
18:30～21:30
☆ 5、6、7、8 日は休園日です。
お間違えのないようにお願い
します。
★会

場：東近江市ひばり公園

コトナリエ
Facebook ページ

コトナリエ開催日
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：開催日

：休園日

８月３日（土）
【オープニングイベント】
16：30 開場
16：50 開会・オープニング
開催宣言
実行委員長挨拶
17：00 のど自慢大会（第１部）
コト 1ＧＰ開催案内
18：20 イルミネーション
点灯式
コトナリエ宣言
18：30 点灯 カウントダウン
18：35 主催者あいさつ
来賓紹介
18：45 つるの詩プロジェクト
19：00 赤レンジャイステージ
19：20 のど自慢大会（第２部）
20：00 大抽選会
20：15 コト 1ＧＰ
のど自慢大会表彰式
20：30 Sound Fireworks
Show
(打上花火約 1000 発)
20：45 フィナーレ

2 日目以降のステージイベントはこちら！
コトナリエ 2019 わくわくライブ
出演日
4日

10 日

11 日

12 日

13 日
14 日
15 日

出場団体

時間
19:00～
20:00
20:00～
21:00
19:00～
20:00

びわこ学院大学
ダンスサークル
Ｌ．Ｅ．Ａ．Ｐ
Ｐｉｈａ
Ｒｏｓｅｌａｎｉ
びわこ学院大学
和太鼓部 雷音

20:00～
21:00

ボディピンク

19:00～
20:00

Ｌｉｔｔｌｅｕｐ

20:00～
21:00

Ｙ２

19:00～
20:00
20:00～
21:00
19:00～
20:00
19:00～
21:00

内 容
ストリートダンス
フラダンス
和太鼓
ダンス
(フリースタイル)
キッズ ＨＩＰ
ＨＯＰ
アイリッシユ
トラディショナル

カパー・フラオ・
カウアノエ・オ・ フラダンス
ヴァアヒラ滋賀
Ｎｅｕｔｒａｌ Ｂ
☆ｓｔｏｎｅ Ｊ－ＰＯＰ
石崎 旭

洋楽ポップス叙情歌

びわこＪＡＺＺ東近江 ×
コトナリエコラボスペシャルステージ
コトナリエ２０１９

～ 地域コーディネーターさん紹介 ～
第一小学校 地域コーディネーター：小嶋 和宏（こじま かずひろ）
子ども達の知らなかった湖東のよさや、人々のあたたかさが伝わる地域の教育資源、また人材の発掘
をし、学校と地域をつなぎたいと思います。同時に地域と学校の連携・協働を組織化し、学校現場の
忙しさの解消の一助になりたいと思い取り組んでいます。地域の皆さんよろしくお願いいたします。
湖東第二小学校 地域コーディネーター：浅尾 香（あさお かおる）
学習支援ボランティアを中心に、湖東第二小学校の特色を生かし、地域の方々に協力していただき、
子ども達の学校生活が充実したものとなるよう頑張りたいと思います。また、本校では、絵本の読み
聞かせやさまざまな学習支援ボランティアを募集しております。是非とも、地域の皆さまのお力をお貸
しください。よろしくお願いいたします。
第三小学校 地域コーディネーター：黄地 伸（おうち しん）
地域コーディネーターを引き受けて 7 年目になります。永源寺ダムができ、圃場整備が整い、農業
の機械化が進みました。この５０年の変化により農業の苦労は激減しましたが、土地への愛着と記憶、
先人の思いは薄れてきました。私たちの生き物としての「豊かないのち」を少しでも子ども達に伝えて
いきたいという思いで、小学生に関わっています。
湖東中学校 地域コーディネーター：板倉 元（いたくら はじめ）
今までの取り組みを継続するとともに、新たにまち協子育て支援プロジェクトや防災コミュニティ部
会とのつながりを図りたい。災害時の対応についての意識向上と、地域貢献というコンセプト（構想）
でコーディネーターとしての活動を進めていきたい。また、中学校の困り事を解決する方向で学校と
地域の連携を図りたい。

診療所だより

担当医師変更のお知らせ

この度、7 月 1 日から湖東診療所 所長を命ぜられ着任いたしました横田と申します。つきましては
湖東の地域医療発展の一助となるよう努力します。
私はこれまで滋賀医科大学附属病院、東近江総合医療センター、東近江市蒲生医療センターなどの施設
において、主に総合内科医として勤務しておりました。管理職という立場に就いた経験がなく、今回の着任
にあたっては責任の重さを痛感しております。地域の皆様方のご支援を心からお願い申し上げます。
湖東診療所 横田 望

すばらしい好天に恵まれた6月
2５日、プラチナ教室の一行は徳島の大塚国際美術館まで足を伸ばしまし
た。途中の淡路島では、はるか小豆島まで見渡せる絶景と鳴門のうず潮に歓
声が上がり、休憩では玉ねぎグルメに舌鼓。広大な美術館では世界のアート
の数々に、時間のたつのも忘れるほどでした。
次回１０月。また素敵なツアーを企画しますので、
皆さん振るって
ご参加ください！

食いしん防災隊がいく！（第２９回）

ことう地区
スポーツ協会の
主催する親睦ソフ
トボール大会が、
９月２８日ひばり
グラウンドにて
開催されます。昨年はバイオレッツ
の女子選手も加わって大変盛り
上がりました。さあこの大会へどん
どん参加しよう！
詳しくは回覧チラシで！

イメージＴＥＮ体験中→

平和堂で焼いているクリームパンに最近ハマっている食いしん防災隊です。
これがもぉ美味しいんだ！
さて、
「こと防」の愛称でおなじみ湖東地区防災ネットワークが、２年目の
活動をスタートさせました。６月１２日にコミセンで開かれた全体会議では、
各自治会を代表する防災推進員さんが、災害時における自主防災組織の対応を
模擬訓練する「イメージＴＥＮ」を体験。続いて令和元年度の各ブロック代表が選ばれました。全体代表には村田
道広さん（北菩提寺町）が再任！
６月３０日にはひばり幼児園ブロックが早くも１回目の活動として、中一色町の防災倉庫
を 見学しました。中一色の防災への取り組みを見聞きして、同ブロックの
参加者は「とても参考になりました。うちも負けずに頑張りたいです」
と感心しきりでした。まずは平和堂のクリームパンで腹ごしらえだ！
←防災倉庫を見学

～ ８月まちカフェ通信 ～

8 月 さざんか学習講座

☆１回目…８月１日（木）
１６時３０分～１８時３０分
【ちびっこゆうすずみ会】
※事前申込みが必要です

５日(月) 19：30～ 三味線に挑戦
６日(火) 10：00～ 夏休み宿題応援教室
23 日(金) 13：30～ 季節の花を楽しむ教室
25 日(日) 9：00～ 季節野菜おいしくクッキング！
29 日(木) 13：00～ 書道教室

２５日（日）ことう地区ボウリング大会
（スポーツ協会）
場所：エチボウル
時間：午後３時 45 分開会

＜編集・発行＞ 湖東地区まちづくり協議会 東近江市池庄町 495

☆２回目…８月９日（金）
１０時００分～１５時００分
【夏休み★宿題教室＆ニュースポーツ】
夏休みの宿題や思い出を一緒に
作りましょう！！
※事前申込みが必要です。
詳細は各小学校から配布
される冊子をご覧ください。
★場所：湖東コミュニティセンター別館

湖東コミュニティセンター内

IP: 050-5801-0950
NTT: 0749-45-0950
ホームページ http://www.sukisuki-koto.jp/

FAX : 0749-45-2049
E ﾒｰﾙ suki-koto@e-omi.ne.jp

