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湖二っ子フェスティバルは、「ふるさと大好き
ひと大好き」をテーマに、総合的な学習の時間・
生活科の時間に学習したふるさと学習の内容
をお家の方、地域の人々、他学年に発信し、
交流やふれあいの場としています。

～ まち協だより ～
福結びプロジェクト

～ 研修行ってきたの巻 ～

１１月１９日、２０年近く前から結婚支援事業に取り組んでおられる長浜市へ視察
研修に行ってきました。
人口や世帯数、市の状況が似ているといわれる両市。サポートの仕方や、婚活イベン
ト等への取り組み方をお聞きし、程よい距離感を持って結婚希望者に寄り添う大切さ
を学びました。相談窓口の開設場所や時間も工夫されており、大いに参考になる事が
多く、実りある研修になりました。一人でも多く、結婚を希望されている方の願いが
叶うようサポート頑張ります！
（NAOMI）

子育て支援プロジェクト

～ 大阪府阪南市へ視察 ～

おしゃべりサロンの様子

行政に頼らず「箱の浦のことは、箱の浦で解決する」
をスローガンに掲げておられました。おしゃべりサロン、お助け隊、再生資源回
収等、地域の困りごとを行政に頼らず解決されていることに驚きました。中でも
一番驚いたことは、2018 年から開始されている「いつまでも住み続けられる箱
の浦！らくらく送迎」
。らくらく送迎は、
「玄関から玄関まで」を合言葉に、高齢
者の送迎を無料（ただし、ガソリン代実費徴収）で行っていることです。
一緒に参加された方は、
「行政を巻き込んで、
今回の箱の浦の活動を参考にして、ちょこっとバ
ス、ちょこっとタクシーの利用も考えながら高齢
者の足を守っていきたい」と話されました。高齢
化が進む中、いつまでも住み続けられる湖東を
みんなで話しあっていきたいものです。
（垣谷・Fukuda）
らくらく送迎車

子育て支援プロジェクト

防災コミュニティ部会
～ 防災に力入れてます！
今年度の池庄町は
一味ちがう！ ～

１１月１５日、子育て支援プロジェクトの「大阪府
阪南市先進地視察」に１５名が参加しました。大阪府
阪南市箱の浦自治会まちづくり協議会は、

私たちのまちづくり：

当日の様子

１０月６日の消火栓訓練と防災運
動会に続き、１１月１７日にはＤＩＧ
（防災図上訓練）を実施。まち協防災
コミュニティ部会の指導のもと、地震
や風水害における、家庭や自治会での
対応の仕方や日頃の備えについて、活
発なディスカッションをしました。若
い参加者からの鋭い意見に大人もた
じたじの２時間でした。
（Akipyon）

DIG の様子

～ スケート教室 参加者募集 ～

湖東地区に住んでいる小学生を対象に、スケート教室を開催します！そこで、参加希望者を募集します！
これは夏休みに企画したバスツアーに引き続き、①小学校進学によって普段は遊べなくなった友だちと一緒に遊べる
場として ②小学校でなくなったスケート教室の代わりの体験の場として 企画したものです。
開催日時：令和 ２年 ２月 １日（ 土 ）８時３０分（湖東コミセン集合）～１６時３０分
行 き 先：滋賀県立アイスアリーナ
参加費：1,500 円
募集定員：３０名 ※ 申込み多数の場合は、６年生を優先（その後は５年、４年……）とし抽選させていただきます。
参加希望される方は、左記ＱＲコードを読み込んでいただき、必要事項を入力し申込むか、または、湖東
コミセンまでご来館いただき、お申込みください。申込期限は、1 月 22 日（水）までです。
また、大人の方で、スケート教室のボランティアをして頂ける方は、令和２年１月２０日までに湖東
コミセンまでご連絡をお願いします。電話：0749-45-0950
（Sawai）

歴史文化プロジェクト

～ 「琵琶と語り」……古屋和子氏を迎えて ～

１１月１６日、長町公民館で古屋和子さんの「琵琶と語り」が開催され、２３名が参加
されました。古屋さんは、水上勉さんの小説「越前竹人形」を琵琶の音とともに７０分ほど
語られました。この小説は竹細工師・喜助と、かつて父の世話になった遊女・玉枝に母とし
ての愛を求める、はかなく切ない物語です。
古屋さんの登場人物になりきっての語りは、身振り手振りこそありませんが、まさに琵琶
の伴奏いりの見事な独り芝居で、参加者全員、古屋さんの語りの世界に引き込まれました。
（増田）

当日の様子

～ 地域の話題 ～
この人紹介
さ わだ
ひろ ゆき
～ 『 メダカのおっちゃん 』 こと 澤田 弘行さん ～
子どもたちにそう呼ばれている澤田弘行さんは、味咲館の向かい側にある自宅
ガレージでメダカを飼育・販売をされています。
メダカは観賞用も含め日本国内に約 700 種いるそうですが、澤田さんはその
１割、70 種類を飼育されています。図鑑に載るような名品ばかりです。
澤田さんは、元愛知郡広域行政組合 水道事務所長として湖東地域では知られた存在ですが、他に幾つもの
肩書で知られています。例えば、県内のトンボに精通した人として、NHK の出演や講演会、自然観察会、
また、各地の図書館や施設では、趣味の写真を活かした県内の昆虫や植物の写真展などを開催されていま
した。しかし最近は身体が不自由になり、山野を歩き回るのが難しくなっています。
実は、メダカの飼育は 15 年前に１対のメダカを購入したのが始まりで、
増えては人にあげたりしているうちに、趣味が高じて、今年の７月から販売
を始めました。メダカは繊細で、交配させて、次世代の変化も楽しむことが
できるので、メダカの飼育は奥が深いと語る澤田さんは本当に楽しそう
です。もう一つ澤田さんの楽しみは創作活動で、既に詩集１冊とエッセイ
などを出版されています。
メダカと聞けば「あの黒い小さな魚？」と思っている方は、ぜひこの
観賞魚のメダカを見に来てください。イメージが一変します！
メダカの購入については、澤田弘行さんまで。
めだかすくいを楽しむ子どもたち
連絡先は、090-2592-4503
（澤谷）

～ 民生委員・児童委員 新しい委員さんの紹介～

（敬称略）

僧坊町・下里町

髙田 繁藏

北菩提寺町・下一色町・
すまいるタウン

一村 善治

湯屋町

田中 長信

勝堂町

福島 博

平柳町・祇園町

板倉 元

西菩提寺町・南菩提寺町

楠亀 よし子

平柳町・祇園町

村川 源一

横溝町・横溝出屋敷・
湖東ニュータウン・横溝ニュータウン

加藤 健二

小八木町

村川 博司

中岸本町・槌の宮・下岸本町

榎並 清和

今在家町

川居 鉄男

小田苅町・メイタウン湖東

石島 德治

平松町

谷田 公一

小田苅町・メイタウン湖東

乾澤 登志子

大沢町

福田 勝彦

大清水町・ビーンズタウン

髙田 治雄

南花沢町・北花沢町

野村 順子

南清水町・野神団地

小川 長利

読合堂町

澤田 圭子

北清水町・清水中町

山川 佐代子

中里町

河口 昌子

長町・小池町・サンコート小池

黄地 順子

中一色町

中嶋 敏明

池庄町

西久保 茂雄

主任児童委員
湖東地域全域

大菅 恵子

湖東地域全域

國松 重子

民生委員・児童委員とは……広く社会の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のある住民が地域から選ばれ活動
します。その役割を一言でいうならば「地域のつなぎ役」です。

絶好の秋晴れで
2019 湖東ほのぼの広場 ウォークラリーｉｎひばり
青少年市民会議湖東支部・家庭部会では１１月１０日、ひばり公園一帯で「湖東ほのぼの広場 ウォークラリー㏌
ひばり」を開催しました。小・中学生の運営ボランティアさん、また豚汁を作ってくださったボランティアグループ
「たんぽぽ」さんなど、多くの人に支えられた事業でした。小学生が作ったクイズもあり、楽しい秋の一日を過ごす
ことができました。
大釜いっぱいの豚汁はあまりのおいしさでからっぽになりました。

楽しみながら人権を考える
湖東地区人権のまちづくり協議会は、１１月 ７・１４・２１日に『第１５回人権のまちづくり講座』を開催しま
した。３日間で延べ４００名が受講されました。
第１講は盛井智彰さんの歌と語りで、優しい歌声とともに職場で感じた障害者のおかれている厳しい現状を届けて
いただきました。第２講は滋賀県視聴覚障
害者福祉協会事務局長・中西久美子さんに
よる手話講演で、
「見えない」ことでの困り
ごとの実体験を手話通訳を通じて話され
ました。最終日は落語家・桂文太さんで、
「盲導犬・ユウゴ」にまつわるお話と落語
を披露されました。今回はいずれも障害者
桂文太さん
盛井智彰さん
中西久美子さん
の人権を考える中身の濃い３講座でした。

～ １月まちカフェ通信 ～

１ 月 さざんか学習講座
４日（土） 9:00～ かきぞめ教室
１６日（木）10:00～ 歌う脳トレ♪
１８日（土） 9:00～ こどもクッキング教室
２０日（月）13:30～ 押し花教室
２０･２７日（月）19:30～ 三味線に挑戦

☆１月２４日（金）１０時００分～１２時００分
★ 内 容：
【消しゴムハンコを作ろう!!】
初めての方でも丁寧に教えてくださいます
ので、安心して作れます。自分の名前や
キャラクターなど、お好きなものを一緒に
作りましょう♪
※申込み不要です お気軽にお越しください
★ 参加費：２００円（飲み物付き）
★ 場 所：湖東コミセン別館
★ あたたかいコーヒーを用意していますので、
喫茶コーナーでおしゃべりも大歓迎です。

こもれ日 小田苅家
★あじさい食堂
1 月 15 日（ 水 ）参加費：100 円 ★おもちつきをします♪
※ 子どもの居場所『 あじさいカフェ 』の開催を予定しています。

★イベント情報
1 月 25 日（ 土 ）
14：00～15：30

≪ お問合せ ≫
こもれ日小田苅家：０９０-３２８８-６５８０

入場料：一般 2,500 円
高校生以下無料
定 員：20 名程度
（申込み先着順）

＜編集・発行＞ 湖東地区まちづくり協議会 東近江市池庄町 495

お申込み
http://00m.in/YGBNa
または、右の QR コード
からお願いします。

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

