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川ノ下自主防災会 

・消防訓練（年 5回） 

・防災訓練（11/25） 

・防災研修（ 2/17） 

湖州平自主防災会 
・避難・誘導机上訓練 
・消火ホース連結訓練 
・総合防災訓練 
・DIG 訓練、震災訓練 
・夜間パトロール（毎月 17 日） 

野路下北池自主防災会 

・防災訓練(年 4回) 

・起震車・かまどベンチ体験等 

アメニティ南草津Ⅱ自主防災組織 

・マンション内消防訓練（11 月予定） 

南笠自主防災会 

・消火班消火訓練（毎月） 

・防災訓練（10 月） 

・祭り、イベントの警備 

南草津団地自主防災隊 

・防火、避難訓練（12 月予定） 

大町 ※町内会として 

・連絡網の整備 
・独居高齢者の見守り担当 

シャリエパークナード南草津 

・防災訓練/起震車体験（11月） 

防災マンション委員会 

（南草津駅前マンションの子育て
中の女性による自主組織） 
・防災さんぽ（5月） 

ふるさと老上のこころ 

自主（進取の心）協同（連帯性） 

敬愛（人権尊重） 
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老上学区 H29.8.31現在（対 7月比） 人口 9,105人（-10） 世帯数 4,121世帯（-5） 

 

老上ボランティア連絡協議会主催

9 月 2 日にまちづくりセンターで小

学生を交えた 59 名の参加者が防災訓

練を行い、災害時に温かい食事、食べ

なれた食事として、かまどベンチでカ

レーライスを作りました。あわせて消

防署の協力を得て、起震車による地震

体験（震度７）と消火訓練もしました。 

協議会では今後もライフラインが復

旧するまでにどのように過ごすのか、

どのように食事を整えるのかを関係団

体及び関係者のアドバイスを頂きなが

ら活動を進めたいと願っています。そ

の節には多くの方々の参加をお待ちし

ています。     事務局 和知 蔦代 
 
老上ボランティア連絡協議会は 13 団体のボ

ランティアグループで構成されています。 

      

 

 「老上みらい応援隊」のひとつとして、 

ＳＯＳ委員会が発足しました。消防団経験

者など 8名の委員（9月現在）を中心に活

動していきます。ＳＯＳはセーフティ、お

いかみ、システムの意味合いもあります。 

 1回目の委員会では、広域避難所や福祉

避難所の問題、町内会／自治会の組織状況

についてなど多くの意見が出され、現状把

握をしていくことになりました。 

そして、老上地域の災害 

発生時の備えはどのように 

なっているのか？現状の問 

題点やこれからの課題を整 

理して、安心安全に暮らせ 

る老上のまちづくりに繋げ 

て行きます。 

  
 

昭和 28 年 9 月 25 日、台風 13 号により

天井川であった狼川の堤防が決壊し、私の

家も床下浸水しました。父と祖父は祖母を

戸板に乗せ、小学 2年生の私は戸板の横を

持って避難しました。怖かった記憶です。 

私は「狼川は決壊するものだ」と思って

いました。それから約 50年後の平成 12年

に改修されました。そこで、私の心のスイ

ッチは安心にきりかわりました。 

よく「草津はいい所やなぁ。災害が少な

くて！」と言われます。老上に住んでいる

皆さんもそう思われているのではないで

しょうか。 

でも、近年の大災害のニュースに接する

とそうした思いは捨てないといけないで

しょう。想定外の風雨は当たり前の気候に

変わってきた時代ですから。 

            南笠町 飯田 和子 

 

ハンドブックは老上
まちセンにあります 

 

老上学区内の自主防災組織 

昭和 28年台風 13号の思い出から 



老上中職場体験 

 

 

老上小園芸ボランティアサークル「ルンルン」は

昨年 11月に発足、小学校の花壇やプランターの手入

れをされています。メンバーは 15 名、毎回 10 名前

後の参加で、“出来る時に、出来る人たちで” と肩

肘張らず気楽に作業することをモットーに活動され

ています。 

来春の卒業式や入学式の時期にチューリップなど

季節の花が咲くようにと今から準備を始め植付けさ

れます。 

保護者や保護者ＯＢ、 

地域の方（特にシニア 

の方）など大歓迎です 

ので興味のある方は 

ぜひご参加ください。 

場所：老上小学校 

活動日：毎月第 2火曜 9:30～11:30 

持ち物：軍手・お茶・タオル・帽子 

             編集委員 上山 緑 
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9月 16日は稲刈りの 

予定でしたが雨が降った 

ため、体育館で、今まで 

の活動をまとめた掲示物 

の作成やドッヂボール等 

の運動をした後、みんなで新米のおにぎりを食

べました。おにぎりの具は、まちセン前庭でと

れた手作り梅干しとこんぶとおかかでした。 

次回は標高 432ｍの三上山に登ります。 

キラキラした瞳、 

働くことの厳しさ 

大切さを感じた充実 

した体験でした。

「君たちを信じて 

5日間を任せます。」 

と生徒に伝えて始まった今年の職場体験は、校区内

23の事業所にお世話になりました。 

体験感想文には「達成感」「仕事の中に楽しみがあ

ることに気づいた。」などの記述に彼らの成長が窺え

ます。家庭においても「仕事と家の事、頑張ってくれ

てありがとう。」と日頃は感じられない家族への感謝

を伝えた生徒もいたそうです。 

多くの事業所の方から「緊張もありながら、積極的

で前向きで」という言葉を頂き、更に「私たち自身も

やる気を頂きました。」「今後もお願いしたい。」と言

われ大変感謝しています。 

老上中学校 2学年主任 杉江 哲哉 

 

1972 年誕生の雇用促進住宅（2棟 5Ｆ80戸）

が、昨年民間に譲渡されました。現戸数は 42

戸。大通りから少し入り込んだ中にあり、独居

の高齢者が多く暮らす小さな団地です。子ども

も多く賑やかだった当初に比べ、世帯数こそ減

少しましたが自治会活動は大変盛んです。 

花見、納涼祭、敬老会、 

カラオケにバス旅行。 

特に 65歳以上の 

住人が対象の 

月 1回の福祉サ 

ロンは 10年も続い 

ています。団地の一角の 

集会所では多種のご馳走が振舞われ親睦を深

めています。住宅周りの植え込み、プランター

に咲く草花に日々癒される、とても人情味溢れ

る町内会です。 大町町内会長 福満 辰雄 

 

花ボランティア「ルンルン」 

福祉サロン 

8 月 26 日、まち協の安全・安心部会事業の

一環として、防犯講座を開催しました。 

矢橋交番の武友所長より地域で起きている

犯罪事例を教えていただきました。 

後半に行われた質問コーナー 

では受講者が気掛り 

であったことを 

わかりやすく説明 

して頂き、有意義 

な時間となりました。 

自動車修理・中古車販売 



8 月 24 日、「橋岡に 

生まれて…差別と音 

楽！」と題し、岸本 

修一さんのギター弾 

き語りがあり、歌詞 

の一つひとつが心に響きました。 

次回人権を考えるつどいは、10月 13日（金） 

19時 30分から橋岡会館にて開催します。 

ぜひ参加してください。 
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日頃老上まちセンで活動している大人達の学びを

子ども達も共に体験しました。学びによる繋がりが子

どもたちにとっても楽しい夏の思い出となりました。 
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① 7/21自主教室体験･牛乳パッ

クで銘々皿を作ろう！ 

講師：「つくし」の皆さん 

 

日付 イベント 場所

10月 8日(日)
ALL老上
　　スポーツ大会

老上西小学校
グラウンド

10月13日(金)
人権を考える
　　　　　つどい

橋岡会館

10月 7日(土)

10月21日(土)

10月22日(日)

11月 4日(土)
わんぱくプラザ
　「山に登ろう！」

三上山

11月11日(土)

11月12日(日)

11月19日(日) みなくさまつり 南草津駅西口周辺

10月 6日(金)
やすらぎ学級
　　　　館外研修

高島方面

10月23日(月)
英語で遊ぼう
　　　withアニコー

老上まちセン

＊＊講座のお知らせ＊＊

わくわく王国2017
　　テーマ「自然」

老上まちセンと
老上小学校体育館

ふれあい老上
　　　　　　まつり

老上・老上西の
まちセンと小学校

7 月にがんばる地域応援交付金を申請し、「老上

学区のキャラクターづくり」事業が採択され、それ

に伴う補正予算が承認されました。その後、阿部圭

宏さん（草津市協働コーディネーター）から「これ

からの地域社会―まちづくり協議会はどうあるべ

きか―」と題してご講演いただきました。 

 

その後、阿部圭宏さん（草津市協働コーディネー

ター）から「これからの地域社会―まちづくり協議

会はどうあるべきか―」と題してご講演いただきま

した。 

 

詳しくはまち協発行の「カレンダー」や HPをご覧ください。 

たくさんのご応募ありがとうございました。6歳の子どもから大人まで 525 点の

応募があり、どれも作者の思いがつまっていて、最優秀作品の選考にうれしい悲鳴

をあげました。結果は、11月のふれあい老上まつりで発表します。 お楽しみに！ 

②7/27点字体験 

点字の名刺づくり 

（講師：点字つばさ

の会） 

③8/1ピンポン大会

（協力 「なかよし

ピンポン」の皆さん

と岸本拓さん） 

④8/9映画を観る会

「ヒロシマに一番

電車が走った」とお

話会（ボラ連 かき

氷協力） 

近畿地方を直撃した

台風 18 号が通過し、 

晴れ間が戻った 9 月 18 日に老上学

区の敬老会を開催しました。学区分

離後、初めての単独開催でしたが、

212 名の出席がありました。式典の

あとは数々のアトラクションがあ

り、楽しい会となりました。 

ダンス（老上幼稚園児） 吹奏楽と生徒会 

（老上中学生） 

 
 

   

ビデオレター 

（老上小学生） 

左から畑中まち協会長、 

畑老ク連副会長、山本社協会長 

よし笛（レイクリード） 

風林火山（和太鼓） 

よさこい元気舞隊 



今回トップは災害特集です。全国的に自然災害が相次いでいます。幸いわがまち老上は近年目立

った災害はありません。これに油断せずに備えは万全に。（T．T） 
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やすらぎ学級 

16 年前にスタート。 

メンバーは入れ替わっ 

ていますが、ここで出 

会った仲間はみんな元 

気。「ダンスしていて 

良かったね」が皆さんの合言葉。 

健康づくりに、ぜひおすすめします。 ブル

ース、ワルツなど初歩から練習します。 

活動は、毎月第 1･2･4月曜日、第 3木曜日

の月 4回、午前 10 時から 12時まで、2階大

会議室で行っています。 

講師は、野田利春 さんです。 

お気軽に見学にお越しください。 

 

合唱の魅力である“ハーモニー”が楽しめるコ

ーラスグループです。 

現在 14名の会員で、中根典子先生のご指導のも

と、第 1･3･4水曜日の午後 1時半から 3時半まで、

2 階大会議室で活動しています。合唱曲だけでな

く、馴染みの唱歌や流行歌を合唱用に編曲したも

のなど、さま 

ざまなジャン 

ルの曲を楽し 

く歌っています。 

合唱の経験がなくても、無理なくいつからでも

始められます。一緒に歌ってみませんか。まずは、

ぜひ一度見学にお越しください。 

 

南草津駅西口の並木道です。 

とても綺麗な歩道で、夜も街灯が灯

りライトアップされてますので早朝から夜遅く

まで、いろいろな方がウォーキングやランニング

をされています。 

スポーツの秋です。小さなお子様とお散歩や体

力作りにランニングされてはどうでしょうか。 

                   上山 緑 

 

 

 

（写真・文 上山 緑） 
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相撲が盛んだった江戸

時代に、川の下出身の鮎

ヶ浜仁兵衛という力士が

浪速相撲で活躍していま

した。実家は火鉢などを 

作り、仁兵衛も手伝って力をつけていたのでした。 

この鮎ヶ浜仁兵衛のもとに、備中出身の力士、玉手

山力右衛門が訪れました。聞けば、玉手山の父親も力

士で、備中池田藩の御前相撲において旭川岩右衛門

と対戦して勝ちましたが、逆恨みをした旭川に殺さ

れました。仇討ち赦免状を得た玉手山は草津宿で駕

籠屋をしていた旭川を探し当て、人情厚く、義侠心の

強い鮎ヶ浜に仇討ちの助太刀を求めたのでした。 

そこで、巡業中の力士を旭川の駕籠に乗せて矢橋

港に向かわせ、途中の火鉢屋の前で旭川を呼び止め、

名乗りを上げた玉手山が仇討ちを果たしました。 
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 9月 1日の第 4講座は匂い袋作りをしました。 

草津にある和ろうそくとお香のお店の笹島千恵さんと北川 

洋子さんを講師に迎え、30名が参加しました。 

日本の香りの歴史を知れてよかったです。日常では、なかなか 

におい袋に馴染みがありませんでしたが、香りに関心を持つことができました。 

また、香りは癒しになると感じました。    やすらぎ副学級長 井上 政江 

 

↑石本巖さんの講座 

でのお話を要約 

）

鮎ヶ浜の 

生家付近 

編集後記 


