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～ まち協だより ～
～ 福祉部会 ～
湖東おたすけ隊に参加して
「より暮らしやすい地域にするために、自分たちに何かできることは
ないかな」と思った有志で立ち上げた『湖東おたすけ隊』。活動を始めて
２年が経ちました。
会議の様子
集まった仲間は、志はあるものの未経験なことなので手探り状態からの出発でした。
当初、年２回開催されている資源ゴミ回収のお手伝いでしたが、今では、病院の送迎や居室の掃除など徐々
に活動が広がっています。
この活動を通して、素晴らしい仲間との出会い、また利用者さんに活気が出てくると幸せな気持ちになった
り、お話をする中で学ばせていただいたり、私にとって生活の“ハリ”となっています。
今後、活動の輪が広がり、さらに充実した『おたすけ隊』になることを願っています。
～なお、
湖東歴史文化プロジェクト
～
『おたすけ隊』の利用につきましては、各町の民生委員さんにご相談ください。
（中島）
「八楽溜」と湖東の溜池についての学習会

夏休み宿題教室
７月２６日、川村さんと谷田さんによる【木工教室】、８月９日、
体育推進委員さんの辰巳さん、松居さん指導の下【ニュースポーツ】
を開催しました。両日合わせて、約５０名の参加となりました。
木工教室では、「ロボット作ったねん！」、「貯金箱の宿題できた
わー」と、思い思いに素敵な作品が出来上がりました。また、コミ
センの職員さんがポップコーンを作ってくださり、久しぶりに会う
友達と話をしながら、楽しくいただきました。

ニュースポーツの様子

木工教室に参加された子ども達

ニュースポーツでは、
“ストライクボール”が大盛り上がりで、
館内に歓声が響き渡りました。初めて会う友達と協力して勝利を
目指す姿がとても印象的で、改めて“子どもって素晴らしい”と
思いました。
「友達がいたから勉強もはかどったわー」と、宿題もしっかり
頑張って、とてもいい夏の思い出ができました。
（Kaori）

サマーホリデー２０１９
愛東・湖東地区障がい児サマーホリデー（サマホリ）2019 が、１５日間、湖東コミセン別館で行われ
ました。サマホリは、夏休み期間中、養護学校や特別支援学級に通う子どもたちが、創作活動や遊びを通して、
たくさんの友達や地域の方々とふれあい、楽しく有意義な時間を過ごすことを支援し、子どもたちの仲間づく
りや理解者づくりを目的に、社会福祉協議会が地域の皆様の協力を得ながら行っています。
今年もたくさんのボランティアさんに参加してもらいました。福祉部会として
も、できる限り支援していきますので、地域の皆様のご理解とご協力を今後とも
お願いします。来年はぜひ、ボランティアにご参加ください。子どもたちの笑顔が
待っています。
（Takada）
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サマホリで制作された作品

～ みどり環境部会 ～
『ゴミ処理施設の視察研修会』への参加者募集！！
４月からゴミ処理施設が移行しました。施設の処理方式やゴミの現状の見学を通して、環境への関心を深め、
ゴミの減量化やリサイクルへの取組を推進するため視察研修会を実施します。多くの皆さんのご参加をお待ち
しています。
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研修日時：１１月１３日（水）午後１時から５時まで
※ 研修先までは市行政バスで移動します。午後１時までに湖東支所裏駐車場に集合
して下さい。
研 修 先：中部清掃組合「日野清掃センター」及び「能登川清掃センター」
募集定員：先着４０名 ※応募者多数の場合、次回研修会を計画します。
申込期限：１１月５日（火）午後５時まで
申込方法：電話・FAX・Ｅメール
申 込 先：湖東地区まちづくり協議会事務局
TEL ０７４９-４５-０９５０ IP ０５０-５８０１-０９５０
FAX ０７４９-４５-２０４９ E メール suki-koto@e-omi.ne.jp

～ 子育て支援プロジェクト ～ 社会科見学バスツアー
８月２０日、夏休みの子どもの居場所づくりを目的に、漢字ミュージアム、滋賀
県庁を巡るバスツアーを行いました。小学生１６名の参加があり、参加した子ども
たちは、
「漢字ミュージアムがおもしろかった」
、
「普段は入れない滋賀県議会議場に
入れて楽しかった」、
「次は裁判所に行ってみたいな」と言っていました。
次回は、スケート教室を計画しています。
（Sawai）

～ 地域の話題 ～
～ 湖東ひばり幼児園
緑のじゅうたん ～
６月末に親子で
植えられた芝が大
きく育ち、園庭一
面が緑のじゅうた
んになりました。
芝生はふかふか
で気持ちがよく、
８月には、スプリンクラーが回る中、かわい
い子ども達の水遊びが始まりました。
裸足でかけ回り、カエル、バッタを捕まえ
たり、トンボを追いかけたり、自然と身体が
動き出し、子ども達の笑顔があふれていま
した。鬼ごっこ、ドッチボール等も始まるで
しょう。
２８日は運動会。この芝生の上でどんな
感動が生まれるか、楽しみにしています。
（Fukuda）

～ 湖東中学校 人権映画の制作 ～
昨年度に続いて湖東中学校では１０月１１日実施の文化祭
で人権映画を上映します。この映画は生徒会が制作したもの
で、暴力やいじめ、仲間外れをなくしていこうとする生徒会
活動の一環として取り組んだものです。出演者は生徒会の本部
役員と３年所属の先生です。
映画の良さは……
➀ 編集をとおしてメッセージを明確にすることができる
② 形として後まで残せる
③ 出演者も観賞することができる
ということがあります。
暴力やいじめや仲間外れはどこの学校でも大きな問題と
なっています。この問題の解決に大切なことは、生徒自らが
この問題に積極的にかかわる動きを作ることです。
人権作文や人権標語をつく
る取り組みも含めて、生徒会
の一連の取り組みが大きな
成果につながることを期待
しています。
（Masuda）

～ 南菩提寺町 長寿会 よりお便りをいただきました ～
南菩提寺町 長寿会は７月２８日に恒例の納涼会を開催しました。先ず地元の歴史
民族資料館の中で昔を懐かしんだ後、クレフィール湖東へ移動し、会席料理に舌鼓
を打ちながら親交を深めました。歴史民族資料館は、普段閉館されていますが、
当日は特別に中を見せていただきました。
とにかく暑い日でありました。

地域の話題 記事の投稿はまち
協事務局までご連絡ください。

市民体育大会の予選で出場者が決定
雨で順延となったことう地区スポーツ協会主催のソフトボール大会が、８月
１７日にひばりグラウンドで開かれました。
（右写真）全５チームが参加し、
投手戦あり打撃戦ありの真剣勝負が繰り広げられました。優勝して市民体育
大会出場を決めたのは僧坊町チーム。大健闘の準優勝は中一色町でした。
８月２５日にはエチボウルにてボウリング大会が開かれ（左写真）
、３３名が市体出場
枠３つをかけて熱投しました。結果は、優勝山田好子さん（平松）
、準優勝廣田利治さん
（勝堂）
、３位澤村正喜さん（中里）でした。先のグラウンドゴルフ大会も含め、市体
出場者（チーム）が続々と決定しています。皆さん頑張ってくださいね！

食いしん防災隊がいく！

食欲が減退する季節にこそ、防災食で夏バテをぶっ飛ばそう！というこ
（第３１回） とで、サマホリと横溝ニュータウン自治会が、それぞれ親子でハイゼック
ス・クッキングを体験してくれました。
まずはハイゼックス炊飯袋を使ってご飯炊きに挑戦。
「理科の実験みた
いで楽しい」と子どもたちは大はしゃぎ。熱々の袋を破くと「うわっ、で
きてる！」と驚きの歓声が。続いておかずのチーズオムレツ。袋の中に卵・
牛乳・塩・チーズを入れてモミモミし、鍋で煮ると……「おいしい！」と
お母さんたちにも大好評。食後には防災カルタ大会も始まって、終始にぎ
やかな半日でした。
８月には「こと防」の第二小と支所の２つのブロックが会議を開催し、
今年度の活動内容を決められました。秋には防災隊の胃袋とともに本格的
ハイゼックスで大盛り上がり
な活動が行われることになりそうです。

～１０月 まちカフェ通信～
１０月 さざんか学習教室
1 日（火） 9：00～
3・17 日（木） 13：00～
7・２1 日（月） 19：30～
19 日（土） 9：00～
21 日（月） 13：30～
25 日（金） 13：30～
25 日（金） 19：30～
27 日（日） 13：30～

プラチナ教室
書道教室
三味線に挑戦
こどもクッキング教室
押し花アート教室
季節の花を楽しむ教室
ミラクルレディー（夜）
めざせ！おやつの達人

各団体の催し
10～12 日 ことう通学合宿（３日事前説明会）
21 日（月） 第一小学校誘拐防止教室（少年補導員会）

☆１回目…１０月７日（月）１０時～１１時３０分
【運動会ごっこ】
未就園児対象の運動会ごっこです。
お友達と一緒に体操や
かけっこをしましょう！
参加費２００円
☆２回目…１０月２５日（金）１０時～１１時３０分
【ぬり絵カフェ】
秋の景色や思い出に色を塗りませんか？？
参加費２００円
※ 両日とも申し込みは不要です。
気軽にお越しください。
★場 所…湖東コミュニティセンター別館

～ ことうふるさとまつり実行委員会からのお知らせ ～
文化作品募集！
創作活動の成果を発表するよい機会です。
皆さんの作品をお待ちしています。
（絵画、書、工芸、写真 など）
＜編集・発行＞ 湖東地区まちづくり協議会 東近江市池庄町 495

★応募方法★
湖東コミセン窓口にて、申込書に必要事
項をご記入いただきお申込みください。
締 切：10 月 15 日（火）

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

