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～ まち協だより ～
～ 福結びプロジェクト ～

やったー！令和婚！

湖東まち協 福結びプロジェクトは東近江市結婚サポート連絡会のメンバーでもあり、サポーターは１人当
たり４～５人の結婚希望登録者さんを担当。個々へのアドバイスやマッチングの付き添いなど、心を込めて
サポートをしています。そんな中、今回、私が担当している女性が入籍されました！マッチングでお会いした
時、とても強く結婚を希望されていた方だったので本当にうれしいです。この活動をしていて良かったと
つくづく思いました。
自分のことのように喜べる幸せ。そんな幸せのお手伝いをしてみたい方、私たちの仲間になってください。
ご興味のある方は湖東まち協事務局までご連絡ください。お待ちしています。
また、現在独身で結婚を希望されている方、東近江市結婚サポート連絡会のことを詳しく知りたい方は、
東近江市企画部企画課（0748-24-5610）までお問合せください。

～ 湖東歴史文化プロジェクト ～

福結びプロジェクト

EMIKO

～ 子育て支援プロジェクト ～

「八楽溜」と湖東の溜池についての学習会

大阪研修『能登川駅行きバスの実現に向けて』

平成２２年、農林水産省による『日本の溜池
百選』の一つに指定された大沢町の『八楽溜』。
この溜池を中心に湖東の溜池に関する学習会が
７月１１日にあり、３６名の方が参加され
ました。現地視察の後、大沢町公民館で野村しづ
かずさんがパワーポイントを使って『八楽溜』の
歴史や大沢町の取り組み、日本の溜池百選に
選ばれた理由等について説明されました。その
後、琵琶湖博物館の学芸員 渡辺圭一さんから、
『八楽溜』で行われているオオギ漁等について
コメントがありました。
今回の行事に
は大沢町あげて
歓迎があり、終わ
りに『冷やし中
華』のふるまいも
ありました。

子育て支援プロジェクトでは、未来を
担う子どもたちとその家族の困り事を
解決できるように、日々活動をして
います。
昨年の子育て世帯の方々と意見交換をした中で、中学生
以上の子どもを持つ家庭の方は『能登川駅まで送迎されて
いることが多い』ことが分かりました。
忙しい毎日の中、朝夕に送迎される保護者の負担も
大きいでしょうし、家族で送迎ができなければ進路先を
自転車通学できる範囲に変更するなど、選択肢が狭まり
ます。
そこで湖東まち協では、
『能登川駅行き通勤通学バス』の
運行を目指し、今年度から研究を重ねています。秋には
自主運行バスの先進地である、大阪府内のまちづくり
協議会へ視察に伺い、運行に向けた問題点の解決に取り
組んで参ります。

～ 湖東中だより ～
第７２回 滋賀県中学校夏季総合体育大会
☆体操

の

結果

だ れんと

野田漣音さん 個人総合 第３位
（種目別 あん馬：第１位、跳馬：第２位）
⇒

☆柔道
☆水泳 競泳

近畿大会出場

ひがしの か い き

東野魁樹さん 個人 66 ㎏級 第３位
稲本都乃さん 100ｍ背泳ぎ 第１位、200ｍ背泳ぎ第１位
⇒

近畿大会出場

ひ ろ せ りょうた

廣瀬亮大さん 100ｍ背泳ぎ
⇒
まえざわひでと

⇒

第１位、200ｍ背泳ぎ第２位

近畿大会出場

前澤秀斗さん 50ｍ自由形

☆陸上競技

野田漣音さん

いなもとさとの

第３位
稲本都乃さん

近畿大会出場

たか だ ひ な た

髙田光陽さん 円盤投 第３位
⇒

近畿大会出場

廣瀬亮大さん

～ 地域の話題 ～
～ BIWA-TEKU 湖東コースをウォーキング♪ ～
スマートフォン健康推進アプリ BIWA-TEKU には滋賀県の市町村が推奨するスタンプ
ラリーコースが登録されてあり、ポイント登録地点へ行ってチェックインするとポイント
がもらえます。東近江市では湖東、愛東、八日市、能登川のコースがあり、今回はその中
の地元、湖東コースに参加してきました。ポイント獲得地点は、ヘムスロイド村、小八木
ヘムスロイド村
山之神、大沢地蔵院、八楽溜、北花沢ハナノキ公園、南花沢ハナノキの６地点です。
ポイント獲得地点をウォーキングする順番は決まっていませんので、下記のようなコースにしました。
９時００分 ひばり公園 出発 ⇒ ９時１５分 南花沢ハナノキ（1,628 歩）
⇒ ９時３０分 北花沢ハナノキ公園（2,681 歩）
⇒ ９時５０分 大沢八楽溜（4,316 歩）
⇒１０時１０分 大沢地蔵院（5,963 歩）
ハナノキ公園
⇒１０時５０分 小八木山之神（10,128 歩）
ハナノキ
⇒１１時０５分 ヘムスロイド村 到着（11,292 歩）
⇒１１時３２分 ちょこっとタクシー
⇒１１時４２分 ひばり公園 到着
八楽溜➡
全行程 ２時間４２分（内ウォーキング時間２時間０５分）
、歩数 11,292 歩でした。
山之神

ウォーキングした日は、７月２９日で東近江市が 36.1 度と翌日の新聞に掲載されるほどの暑さでした。
その暑さのなか、帰りも同じ距離、時間を歩くとなると熱中症の可能性もあったため、ちょこっとタクシーで
帰ったのは正解でした。タクシーの車内はよく冷えており、乗った瞬間天国を感じました。これからも
ウォーキングとちょこっとバス、ちょこっとタクシーなどハイブリットに利用し BIWA-TEKU のポイント
アップを目指したいと思います。
※ 今回の湖東スタンプラリーコースの利用期限は９月３０日までです。
※ ちょこっとタクシーは事前に電話予約が必要です。
※ 今後、第二校区、第三校区のコースも登録される予定となっています。

～ とんちゃんの英語でひといき ～
前回の続き……
シンガポールから来た青年達に、私の友人が
“I’ve been to Singapore.”
「私はシンガポールに行った
ことがありますよ。」
と言ったのでしばらく会話がはずみました。
その後、彼らと別れましたが、偶然にも、芦屋行きの
バスで再会し、バスから降りる彼らと……
“Have a nice trip.”
「良いご旅行を。
」
“Thank you!”
「ありがとう。
」
“Take care”
「元気でね。
」
“You too.”
「あなたもね。
」
☆「行ったことがあります」は I have been to Kyoto
(場所). 口語では I’ve been to ～ と縮めて言います。
Have a good summer holiday! 楽しい夏休みを！

地蔵院

～ 東近江バイオレッツ ～
目標は全国大会優勝！
昨年度、５名でスタートした女子硬式野球
チーム東近江バイオレッツ。今年度は新たな
メンバーを加え１４名となりました。人数が
増えたことで日々の練習もより実践的になり
ました。
７月１３日から１５日は県外のチームを招い
ての交流試合をするなど、全国大会優勝という
目標に向けて、一歩ずつ階段を上がっています。
普段の練習はすこやかの杜運動公園で行ってい
ますので、関心のある方は見に行ってください。
なお、この号
では結果を報告
できませんが、
８月１０日から
愛媛県松山市で
行われる全国
大会に今年度も
出場しました。

文化の花咲くステージ発表
6 月 30 日（日）湖東地区文化協会のステージ発表会が開催されました。
「湖東フラダンスサークル」が新メンバーに加わり、華やかなステージ発表会となりました。
コミセンから無料提供された、ポップコーンも大盛況でした。

食いしん防災隊がいく！
ことう地区スポーツ協会主催のグラウンドゴル
フ大会が７月６日に開かれました。
市民体育大会出場をかけた団体戦は、大沢町が
優勝。北花沢町と今在家町が僅差で続きました。
個人では１位中島芳子さん（池庄）
。２位川居定一
さん（今在家）
、３位澤田敏子さん（読合堂）が堂々
の成績で表彰を受けました。
真 剣 な中 にも
和 気 藹 々の 交流
がされ、すこやか
の 杜 は 終始 なご
や か な 笑い 声で
いっぱいでした。

（第３０回！）

かつては存続が危ぶまれたこのコーナー、皆さまの熱い声援
と冷静な突っ込みを受けつつ、３０回に到達しました。継続は
力なり！
２年目を迎えた「湖東
地区防災ネットワーク」
が本格始動。７月３０日
には第三小を避難所とす
るブロックが「愛知川決
壊による被害想定と水害対策」と題した市防災危機管理課の研
修を受けました。そこで分かったのは、中小河川や水路が集中
豪雨であふれ出る恐れ。浸水想定は５０ｃｍ未満のところが多
いのですが、泥水が一面にひろがるととっても危険！ 台風や
豪雨の時は絶対外出しないよう皆さんも気をつけてね。
ということで、メタボ対策も継続させたい防災隊でした……

～９月のまちカフェ通信～
☆１回目…９月２日（月）
１０時～１１時半
【歌声喫茶】
１１時からビワテク説明会も。
歌ってテクって気分もスッキリ！
参加費３００円（ドリンク付き）

９月 さざんか学習講座
２・９日

（月）19：30～ 三味線に挑戦！

８日

（日）13：30～ めざせ！おやつの達人

９日

（月）13：30～ 押し花アート教室

１０日

（火）

１１日

（水） 9：30～ ミラクルレディー教室（朝）

1９日

（木）10：00～ 歌う脳トレ♪

1９日

（木）13：00～ 書道教室

2４日

（火） 9：00～ プラチナ教室

2７日

（金）19：30～ 四季の花に親しむ教室

郷土探訪教室

☆２回目…９月２５日（水）
１０時～１３時
【手作りマルシェ】
ええもんたくさん夢いっぱい！

各団体の催し
９月２８日（土）親睦ソフトボール大会（スポーツ協会）
＜編集・発行＞ 湖東地区まちづくり協議会 東近江市池庄町 495

大好評スクエアステップも毎回楽しめるよ！
場所：湖東コミセン別館
おしゃべりやいっぷくだけでもオッケー。
コーヒーだけなら１００円だよ～ん
みんな楽しくワイワイしにきてね！

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

