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“志津まちづくりセンター”の開設!
 回数 開　催　日 学　習　内　容

 １ ５月19日 （金）
 【開講式】

    （演奏）アンサンブルdolceコンサート

 ２ ６月16日 （金） （講義・体験）俳句に挑戦しよう！～俳句入門～

 ３ ７月21日 （金） （講義・体験）自分と認知症の問題を考えてみよう！

 ４ ９月15日 （金） （講義）絵本の楽しさを伝えるために～

 ５ 10月20日 （金） 館外研修（行先未定）

 ６ 12月15日 （金） （講義・体験）手話ダンス

 ７ 　２月16日 （金） （講義）交通ルールを学ぼう！

 
８
 ３月　9日 （金） （講演）ライヴ「sign!sing!!smile!!!」(手話と歌で笑顔になろう！ )

  （第２金曜日） 【閉講式】

開催日時　第１回　５月27日（土）　10:00 ～ 12:00

　　　　　第２回　６月24日（土）　10:00 ～ 12:00

　　　　　第３回　７月29日（土）　10:00 ～ 12:00

　　　　　第４回　８月19日（土）　10:00 ～ 12:00

場　　所　志津まちづくりセンター　小会議室

内　　容　菊の生長に合わせた管理と育て方の

　　　　　実技指導

講　　師　髙岡　實　さん

定　　員　20名（草津市在住勤務の方・

　　　　　　　　申込者多数の場合は抽選）

受 講 料　1,200円（全４回分）

持　　物　筆記用具・スーパー等のナイロン袋・

　　　　　よごれても良い服装・軍手

申込期間　４月21日（金）～５月12日（金）

申込･問合　志津まちづくりセンター

　　　　　TEL・FAX　077－562－0047

日　　時　平成29年５月19日（金）～

　　　　　　　　平成30年３月９日（金）

　　　　　原則毎月第３金曜日の13時30分～ 16時30分

場　　所　志津まちづくりセンター

　　　　　（旧志津市民センター・公民館）

受 講 料　年間3,000円

　　　　　（初回開講日５月19日に受付で徴収）

対 象 者　草津市内の60歳以上の方

定　　員　80人

申込期限　４月22日（土）

●諸証明の発行の終了
平成29年３月末で、今まで市民センターでの諸

証明（住民票や印鑑登録証明書、戸籍謄抄本、所得

証明書など）の発行は、終了しました。市役所窓口

やコンビニでの交付や郵送申請は引き続き利用でき

ます。　

コンビニでの諸証明の取得には、マイナンバーカ

ードが必要になりますので、ご希望の場合は、マイ

ナンバーカードの申請手続き（市役所市民課）をお

願いします。

●施設の使用料が変わります。
施設の使用料・時間の一部を変更させていただき

ます。（午前、午後は変更ありません）

　夜間　大会議室

　　　　　1,800円　17時～ 21時まで

　　　　　　　⇒1,600円　17時30分～ 21時まで

　夜間　その他の部屋

　　　　　　600円　17時～ 21時まで

　　　　　　　⇒　500円　17時30分～ 21時まで
※市外にお住いの方（市内に勤務する方を除く）の使用料

は、新料金の５割に相当する額を加算します。

★指定ごみ袋・粗大ごみ処理券について

今まで通り、草津市立志津まちづくりセンターで

草津市指定ごみ袋引換券の交換、販売とともに粗大

ごみ処理券の販売も行います。

平成29年度 “志津やすらぎ学級” 受講生募集！

「志津市民センター」から
『志津まちづくりセンター』へ

名称が変わります

「志津市民センター」から
『志津まちづくりセンター』へ

名称が変わります

菊づくり講座受講生募集!

：山元　忠三

：吉田　和子

：政川　純子

：茶谷　文雄・井上　教真・中尾　　唯

学習テーマ「～素敵な笑顔で楽しい人生～」

平成29年４月１日、『草津市立志

津市民センター・公民館』は『草津

市立志津まちづくりセンター』へと

改称されました。“地域まちづくり

センター” について、草津市の小冊

子では『地域のまちづくりの主役は、

そこで暮らし生活する皆さんです。

地域まちづくりセンターは、そんな皆さんが主役となっ

て行う、まちづくりの拠点施設です。』と記載されてい

ます。地域のまちづくりをする皆さんの活動の場として、

今まで以上に「大・小会議室」や「図書室」、「調理室」、「和

室」などのご利用に対応できるようセンター職員と一体

・平成29年度　定期総会

　　平成29年４月22日（土）

　　　午後1時30分～（志津まちづくりセンター）

・敬老のつどい

　　平成29年９月18日（祝・月）

　　　（前後１週間：各町内会・自治会）

・第65回志津ふれあい区民運動会

　　平成29年10月15日（日）（志津小学校グラウンド）

・第28回志津ふれあい広場

　　平成29年11月12日（日）（志津小学校）

・志津学区自主防災研修

　　平成30年１月20日（土）（志津まちづくりセンター）

平成29年度「志津まちづくり協議会」事業日程（予定）

「志津まちづくりセンター」の改築工事に向けて!!

志津まちづくり協議会

　　会長 　山  元  忠  三
志津まちづくり協議会

　　会長 　山  元  忠  三

「志津まちづくりセンター」の改築工事に向けて!!
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発行：平成29年4月１日
志津まちづくり協議会

（志津まちづくりセンター内）

志津学区人口12,835人　男6,618人　女6,217人（平成29年２月28日現在)

となって努めてまいります。

また、指定管理者制度の導入に伴い、「協働のまちづ

くり」「福祉のまちづくり」「活力ある健康なまちづくり」

等について、町内会・自治会、組織・団体と相互に連携し、

【ふれあい、支えあい、住み続けたいまち】を基本理念

として、「安全・安心の地域づくり」「活力のある健康な

地域づくり」「自然・文化・歴史が共存する地域づくり」

等の推進を図りたいと考えております。

なお、平成29年度は任期途中により草津市立志津ま

ちづくりセンター長との兼任となりますが、本協議会の

運営と併せて、ご支援ご鞭撻を賜りますよう重ねてお願

い申しあげます。　

「志津まちづくりセンター」は、平成29年度に建築

地および設計案の協議、平成30年度に全体の設計、平

成31年度に新築工事、平成32年４月のオープンの予定

となっています。このことから、当協議会では、建設検

討委員会を設立し、「志津まちづくりセンター」の改築

の実現に向け検討を行っているところです。

その一環として１月17日（火）、平成28年度に新築さ

れた老上西市民センターと笠縫市民センターの視察研修

を行いました。自由に談話できるサロンがあり、大会議

室の壁面が掲示板に利用できる等、それぞれの建物に

は、様々な工夫が施されていました。当検討委員会では、

この視察研修を踏まえ志津学区の皆さんが入りやすい、

誰もが利用しやすい志津の居場所づくりの施設となるよ

う、市に要望していきます。

（副会長・建設検討委員会　委員長　奥村　金二）

よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す

“志津まちづくりセンター”の開設!

※受講を希望の方は、志津まちづくりセンター窓口に設置の申込書に記入のうえ、志津まちづくりセンターまでご持参ください。

セ ン タ ー 長

副センター長
（事務局長兼務）

事 務 局 次 長

事 務 局 員

・このたび退職します。大変お世話になりました。

谷口　純一

志津まちづくりセンターの職員紹介!!志津まちづくりセンターの職員紹介!!

「広報くさつ」より再掲



「志津学区自主防災研修会」を
終えて

「志津学区自主防災研修会」を
終えて

「志津学区自主防災研修会」を
終えて

２月４日（土）午後２時より、滋賀県南部土木事務所

と草津市都市計画課に出席をいただき、山手幹線道路整

備事業について説明を受けました。その後、午後３時か

らは、本部

役員と町内

会長委員会

の皆さんと

ともに、市

の公用バス

に乗車し、

山手幹線道

路整備予定

地（岡本町南～石部国道１号）を現地視察しました。

平成36年の国体開催時のアクセスとして、整備が進

められているところです。

また、この整備は、朝夕の交通渋滞を緩和するために

毎年、近畿地方整備局滋賀国道事務所と滋賀県知事に対

して、早期整備に向けて要望を行っており、志津学区の

長年の願いでもあります。

（副会長・町内会長委員会　委員長　竹村　　勇）

志津まちづくり協議会・町内会長委員会において、平

成28年度の活動として志津小学校前の歩道に啓発横断

幕を設置し、ゴミポイ捨て防止を広くＰＲしています。

学区内の皆さんを始め、市民の方々の常識で “美しい

　ふるさと” づくりに取り組んでいます。ご協力をお願

いいたします。

（町内会長委員会　会長　竹村　　勇）

１月21日（土）「自主防災研修会」は、53名の参加者

のもと、開催いたしました。今年度は、12町内会・自

治会の自主防災組織の実態調査に基づく意見交換と、災

害発生時の避

難所を志津小

学校に想定し、

避難所で起こ

りうる状況の

理解と避難所

の運営方法を、

HUG訓練（避

難所運営図上

訓練）を通して学びました。

今回のＨＵＧ訓練は初めての体験で皆さん最初は要領

が得られず、戸惑っておられましたが、慣れてくると時

間がたつのも忘れて真

剣に意見を出し合う取

り組みが見られました。

この様な訓練は今回

で終わることなく継続

して行い、災害時に備

えることが大切と思い

ます。同時に災害への

備えは「誰かがやればいい」というものではなく、一人

ひとりが「自分のこと」として考えられることが重要で

あるとあらためて感じました。

（防災・防犯・交通部　部長：奥村　憲一）

わんぱく協働合校では、子どもたちの地域活動

をサポートしてくれる学生さん、大人の方々を募

集しています。

青少年の健全育成に興味のある方！子どもが好

きな方！野外活動やイベント企画が得意な方！将

来学校の先生をめざしている大学生！可能な範囲

でけっこうです。子どもたちと一緒に活動しませ

んか！

２月10日（金）志津市民センターにおいて、志津人

権教育推進協議会、志津市民センター、志津小学校ＰＴ

Ａの３者共催で、平成28年度総括研修会・第２回人権

講座が86人の参加のもと開催しました。

まず、今年度の各町内会・自治会で行われた町内学習

懇談会の

実績報告

を行い、

続いて今

年度モデ

ル町内会

の山寺大

空町内会

が学習の成果を発表しました。

その後、講師に「滋賀県手をつなぐ育成会」理事長の

﨑山美智子さんを迎え、障害者差別に関する研修会を行

いました。講師ご自身の体験談のお話や身体・知的・精

神・発達障害等の障害の内容等を知る貴重な時間となり

ました。

今回得た知識を生かし、障害の内容を正確に理解する

ことと、偏見を持たないことを胸に刻み、障害のある人

と共に暮らす思いやりのある志津まちづくりをめざした

いと思います。

　（志津人権教育推進協議会　会長　堀　　順司）

少しも無くならない
地域のポイ捨てゴミ！

志津わんぱく協働合校
ボランティアスタッフ募集！！　
志津わんぱく協働合校

ボランティアスタッフ募集！！　

山手幹線整備計画を
研修しました！

山手幹線整備計画を
研修しました！

人権総括研修会

障害者への
～
差別と偏見をなくす

～
障害者への

～
差別と偏見をなくす

～

新春・志津地区体育振興会の年度最後の事業が、『第

37回　元旦マラソン

大会』です。１月１日

午前８時30分から健

脚自慢の皆さんが小槻

神社参道に集合。

宮司さんのお祓いを

受けた後、1.6㎞、3.1

㎞に分かれてスタート

「寒風を突いて完走しよう！」を合言葉に、５歳児から

72歳までの全員が笑顔で初走りを楽しみました。

参加していただいた約150人の皆さんありがとうござ

いました。

（志津地区体育振興会　会長：竹村　勇）

第48回全国ミニバスケットボール大会が３月28日

(火) ～ 30日(木)に東京の国立代々木競技場で開催され、

志津スポーツ少年団の “ミニバスケットボール草津

OSC男子” チームが出場されました。

なお、志津

まちづくり協

議会から、お

祝いの言葉と

ともに激励金

を贈呈いたし

ました。

（事務局）

マラソン・寒風をついてマラソン・寒風をついて

３月４日（土）、志津市民センターにおいて「‘うばが

もち’ を作ろう！」を開催しました。

131人の応募の中から抽選で選ばれた46人の小学１年

生～６年生の子どもたちが、

うばがもち作りに挑戦しまし

た。子どもたちは、南洋軒の

方による ‘うばがもち’ の由

来の話を真剣に聞いていまし

た。その後、作り方を聞きな

がら “あん” と “餅” を丸め、ケースに入れれば ‘うば

がもち’の出来上がり！「丸くできた！」「おいしそう！」

など、うれしい声が聞け、地元の和菓子を初めて作った

子どもたちに笑顔があふれていました。

今年度の事業も無事に終えることができ、役員の皆さ

んご協力ありがとうございました。

（志津わんぱく協働合校企画委員会　委員長：奥村　次一）

和菓子作りに挑戦！！

写真を撮ることが好き！

企画がしてみたい！

地域情報紙・ホームページを作成したい！

あなたがやりたいこと！

得意なことを地域で活かしてみませんか！

写真を撮ることが好き！

企画がしてみたい！

地域情報紙・ホームページを作成したい！

あなたがやりたいこと！

得意なことを地域で活かしてみませんか！

あなたが好きになる
笑顔いっぱいの志津づくり
★ボランティア募集★
あなたの出番です

おめでとう!!おめでとう!!

「私の好きな志津、み～つけた！」「私の好きな志津、み～つけた！」

今年度も、志津の魅力再発見プロジェクトとして、

11月12日開催の「第28回志津ふれあい広場」に合わせて、

志津の素敵な写真作品を募集します。詳しくは回覧等で

ご案内しますので、皆さんふるってご参加ください。

第２回

第１回「私の好きな志津、み～つけた！」
写真コンクール入選作品の紹介
（第27回志津ふれあい広場関連事業）

ま　ち

奥村　健司
「干し柿」

乾　　英男
「初春の雪景色」

最
優
秀

優
　
秀

田内　　侃
「初冬のロクハ公園」

優
　
秀

写真コンクール作品募集

★問合せ先

志津まちづくり協議会（旧:志津市民センター内）

草津市青地町561番地　TEL/FAX　077－562－0047


