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志津学区人口12,971人　男6,680人　女6,291人（平成29年４月30日現在)

　志津まちづくりセンターにおいて、町内学習懇談会

推進者研修第３講座・第1回人権講座を、下記のとおり

開催します。自身の言動など、振り返る機会として参

加しませんか。

と　き：８月23日(水)午後7時30分～
ところ：志津まちづくりセンター　大会議室
講　師：杉江　範昭さん
　　　（部落差別を解消するための啓発

　　　　を考える会・草津）

テーマ：“じんけん”ってだれのもの？
　　　　学ぶのはなぜ？

共　催：志津人権教育推進協議会・志津小学校ＰＴＡ
　　　　志津まちづくりセンター

（志津人権教育推進協議会会長：鈴木　登）

　志津まちづくりセンターの

大掃除を行います。組織・団

体の皆さん、自主教室の皆さ

ん、ご協力をよろしくお願い

します。

　健康意識の高揚を図るため、健康の原則と言われる「歩く、話す、笑う、食べる」

を基本として、健康への理解を深め、健康と幸せの輪が広がる取り組みを行います。

６月24日（土）　午後１時30分より
志津まちづくりセンター一斉清掃志津まちづくりセンター一斉清掃

４月22日(土)、志津まちづくりセンターにおいて平成29年度「志津まちづくり協議会」定期総会を、開催しました。

当日は、委任状を含め38名の出席のもと「志津まちづくり協議会の歌」を全員で合唱した後、議案の審議に入りました。

平成28年度事業報告、収支決算報告および会計監査報告、会則の一部を改正する会則(案)、平成29年度事業計画(案)、

収支予算(案)の５議案について審議され、全て可決されました。

今後、平成29年度事業計画に沿って事業を実施していきますので、

地域の皆様のご支援とご協力をお願いします。

※平成28年度事業・収支決算報告、平成29年度事業計画・収支予

算、会則については、別途に配布します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事務局長：吉田　和子）

お一人・家族・親子・友達同士でご参加ください！！

平成29年度「定期総会」を開催！
５議案すべて可決される

平成29年度「定期総会」を開催！
５議案すべて可決される

～テーマ～

　　◎けん玉教室　日　時：7月22日(土)　午前10時～午前11時30分　
　　　　　　　　　　　　　　　　　内 容：けん玉の達人と一緒に遊ぼう
　　◎けん玉広場　日　時：8月26日、9月16日、10月21日、11月18日、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  12月16日、1月13日、2月17日、の土曜日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  午前10時～午前11時30分
　　　　　　　　　　　　　　　　　内 容：けん玉の達人をめざそう！
　　◎第1回けん玉大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成30年３月３日（土）
　　　　　各町文化祭・ふれあいサロン等でけん玉を体験しよう！
　　　　　（けん玉を貸出します。）

※いずれも詳細等は
　後日、チラシや回
　覧等でお知らせし
　ます。

（担当：井上　教真）

☆子どもと大人のハイキング
　　　日  時：7月8日(土)　午前10時～午後3時30分
　　　内　容：小槻山公と青地氏ゆかりの地をあるく

☆健康講座 ～ 5回連続講座～
　　　①郊外研修(ヘルスツーリズム)
　　　②ウォーキング ー正しい歩き方のコツをマスターしよう！－
　　　③笑い文化講座
　　　④健康を見直す食事講座
　　　⑤脳活性化トレーニング

☆けん玉体験事業（会場：志津まちづくりセンター）☆けん玉体験事業（会場：志津まちづくりセンター）

平成29年度
「健幸のまち志津」

事業

ボランティアスタッフ大募集！！ボランティアスタッフ大募集！！ボランティアスタッフ大募集！！ボランティアスタッフ大募集！！
志津わんぱく志津わんぱく志津わんぱく志津わんぱく

子どもが大好きな人・
小中学校の先生を目指している学生
地域交流・地域密着ボランティア・
子どもの笑顔ボランティア
はじめてみませんか！

志津わんぱく協働合校企画委員会 一人一人の心のマナーで美しいまち ～ポイ捨て０のまち～

♪

　　公開講座　第3回やすらぎ学級
「自分と認知症の問題を考えてみよう！」
　　公開講座　第3回やすらぎ学級
「自分と認知症の問題を考えてみよう！」

♬

「菊づくり講座」（伝承文化講座）開講！「菊づくり講座」（伝承文化講座）開講！

食べる笑う話す歩く やってみる！

　８月５日(土)に開催される草津市主催の第49回草津市

人権・同和教育研究大会の分科会の提案者として、志津

人権教育推進協議会の山寺大空町内会が発表されること

になりました。

　テーマは、「障害者と共に暮せる町内会づくりを目指

して」と題して、昨年度、志津学区のモデル町として取

り組まれた研修内容の発表です。

　当日は、草津市役所を会場に開催されます。どなたで

も参加できますので、お誘い合せのうえ、お越しください。

山寺大空町内会が分科会で発表！
市人権・同和教育研究大会市人権・同和教育研究大会

第1回「人権講座」第1回「人権講座」
「じんけん」ってだれのもの？を開催

　志津社会福祉協議会との共催で、「自分と認知症の問

題を考えてみよう！」講座を下記のとおり開催します。

　みなさんの受講をお待ちしています。

と　き：７月21日(金)午後１時30分～
ところ：志津まちづくりセンター　大会議室
講　師：高林　實結樹さん
　　　（ＮＰＯ法人認知症予防ネット理事長）

内　容：認知症の問題と予防について
　受講を希望される方は、当日２階受付まで直接お越

しください。

　ご案内を７月１日(土)から各町内会・自治会で回覧し

ますので、そちらをご覧ください。

共　催：志津やすらぎ学級・志津社会福祉協議会

　５月27日(土)、志津まちづくりセンターにおいて、

平成29年度「菊づくり講座」を開講しました。今年も

髙岡實さんを講師に迎え、18名の受講生が８月末まで

計４回受講されます。第１回は、菊の種類・肥料の適

切な使い方について、第２回は、定植と福助づくりの

さし芽、第３回は、福助づく

りの定植、大菊の育成管理、

第４回は、蕾摘を学び、秋に

は受講生の皆さんが育てられ

た菊をセンターに飾っていた

だきたいです！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当：井上　教真）

◎地域環境美化活動
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　５月19日(金)、志津まちづくりセンターで、「志津
やすらぎ学級」開講式と、第１回一般教養講座を開催
しました。今年度は、60歳以上の受講生37名を迎え、
「素敵な笑顔で楽しい人生」をテーマとして、年８回
講座を開きます。
 今回の一般教養講座では、講師にアンサンブルdolce
の小林初子さん、中村佳子さん、浜田明美さんを迎え、
クラシックの名曲や映画の劇中歌、懐かしい曲の数々
を演奏していただきました。
心が和むハーモニーと楽しい
プログラムにより、学級生の
みなさんも一緒に口ずさみ、
大変喜ばれていました。
　　　　　 　（担当：中尾　唯）

平成２９年度「志津やすらぎ学級」
　　　　　　開講式の開催！
平成２９年度「志津やすらぎ学級」
　　　　　　開講式の開催！



平成29年度　組織・団体の事業計画（予定）目で見てわかる地域のつながり目で見てわかる地域のつながり

「郊外研修」に参加して「郊外研修」に参加して

５月 11 日（木）、第８回志津学区の医療福祉を考え

る会議を開催しました。

まず、今までの振り返りを行いました。その結果、

今年度は、住み慣れた地域で、健康に暮らしていく

ために、自分でできることのヒントや地域で、お互

い支え合うしくみやつながりが、目で見てわかるも

のを作成することになりました。

このことから、会議に参加する地域の団体や介護

施設、医療関係など、それぞれの立場・視点で「ど

んな情報がほしいか？」「どんな情報を載せたいか？」

を５つのグループに分かれ意見を出し合いました。

　これを参考に、今後は「見やすい・活用してもら

える・いざという時まで残してもらえる」ような情

報冊子の作成に取り組んでいきます。

　５月23日(火)、身体障害者更生会志津分会の主催によ

る「平成29年度郊外研修」が実施されました。

　会員とそのご家族を含む、志津社協・民生委員など関

係者30名で、守山市の琵琶湖畔にある「ラフォーレ琵

琶湖プラネタリウム」に向かいました。星座ショー「夢

☆伝説～はるか時空を超えて～」は、星のお兄さんとス

ターダストレビューバンドの根本要さんが、歌を交えて

の爆笑トークで、参加者全員が笑い、感動しながら楽し

むことが出来ました。

　今回の研修地が近隣であったこともあり、ゆったりと

した時間をかけて昼食と交流、懇親を楽しんだ後で、帰

路はJA栗東の「田舎の元気や」にも立ち寄り、たくさ

んの思い出とともに終了し、家路につきました。

　　　　　　　（民生委員児童委員協議会副会長：藤森　康郎）

　５月12日(金)、フレンドマート志津東草津店の駐車

場で、「さくら坂保育園の園児」による交通安全啓発

活動が行われました。五月晴れの下で、地産地消の

カーネーションを自転車の人やドライバーに「安全

運転してネ！」と、やさしく声を掛けながら渡しま

した。

　もらった人は、にこにこしながら「ありがとう。

運転に気をつけます。」と言葉を返していました。

　この取り組みは、草津栗東交通安全協会志津支部

と志津地区交通安全会共催で毎年「母の日」を前に

行われています。

　　　　　（草津栗東交通安全協会志津支部長：奥村　平一）

安全運転をしてね！安全運転をしてね！
●更生保護女性会

●青少年育成地区民会議

年 ３ 回
未　　定

年　　間

７月～８月
未　　定
年 ２ 回
年　　間

●社会福祉協議会
５月23日
７月28日
７月21日
10月中旬
12月21日

 H30 ２月17日
 

年　　間

身体障害者更生会との郊外研修会
高齢者・障害者団体との交流ふれあい
やすらぎ学級との共催「講義・体験」
高齢者・障害者団体との郊外交流会
高齢者・志津保育園とクリスマスのつどい
地域福祉交流会
「お互い様のまちづくり」事業推進
・買物支援・閉じこもり予防支援の取組み
・交通アンケートに基づく交通手段検討
70歳以上ひとり住まいの方への支援

●民生委員児童委員協議会

●体育振興会

●健康推進員連絡協議会

●子ども会指導者連絡協議会

年　　間
年　　間
６月～７月
６月～２月
６月20日
７月2～3日

６月11日

６月25日
 
11月23日
 

 H30 １月１日
 H30 ２月18日

６月６日
６月19日
 
７月10日
８月１日
９月５日
10月３日
11月７日
12月５日

 H30 １月９日
 H30 ２月６日 
 H30 ３月６日 

６月４日

７月1～２日

８月13～15日

10月15日

12月10日

 H30 １月６日

 H30 ２月10日

 H30 ２月未定

子育てサロン「プーさんクラブ」への支援等
通学時の見守り活動
小学校と中学校との懇談
あいさつ運動に参加　（毎月第１火・金）
２学区合同による人権研修の実施
３学区合同研修 

第20回草津市民スポーツ・レクリエーション
祭に参加
第39回ソフトバレーボール大会
第15回チャレンジスポーツデー開催
・第30回グラウンドゴルフ大会
・第８回ペタンク大会
第38回元旦マラソン大会
第63回草津市駅伝競走大会に参加

第３回例会・（エプロンシアター練習）
エプロンシアター
社協交流ふれあいサロン（食事作り対象80名）
エプロンシアター
離乳食レストラン・（第４回例会）
第５回例会・（男の料理教室試作）
第６回例会・（男の料理教室【県】）
第７回例会・（糖尿病試作）
第８回例会・（糖尿病予防教室【市】）
第９回例会・新年会
第10回例会
第11回例会

６年生リーダー養成講座　開講式＆講座①②
６年生リーダー養成講座　講座③
（希望ヶ丘キャンプ　１泊２日）
６年生リーダー養成講座　講座④
（アドベンチャーキャンプ曽爾村　２泊３日）※検討中
６年生リーダー養成講座　講座⑤
６年生リーダー養成講座　閉講式＆講座⑥⑦
（共同募金活動）
学区　新春書き初め大会
ジュニアリーダー養成講座　講座（３）　
閉講式
ジュニアリーダー担当・補佐　火おこし研修

ミニ集会
施設訪問（湘南学園）、（風和里特養老人ホーム）
例会　研修会
愛の声掛け運動

愛の声掛けパトロール
すこやかセミナーの開催
広報誌「わんぱく」の発行
あいさつ運動の推進

●志津地区交通安全会
７月～12月 交通安全啓発ポスター募集～展示
●青地第一カンガルークラブ

７月
10月
12月
年　　間

湖南広域消防局南消防署見学
志津ふれあい区民運動会交通安全パレード
交通安全啓発にジュニアポリスで参加
毎月１回交通安全教室例会の開催

●草津市赤十字奉仕団志津分団
９月
11月

12月

県主催・奉仕団研修旅行
市社協ボランティアフェスティバル
むつみ園奉仕作業
草津市赤十字奉仕団主催研修

●身体障害者更生会志津分会
６月
6月29日

（雨天の場合
7月6日）
10月21日

湖南４市スポーツ大会

分会対抗グラウンドゴルフ

県障害者グラウンドゴルフ
●志津学区少年補導委員会
毎　　月
毎　　月
夏・冬休み

小学校近辺の安全パトロール（第３水曜）
学区内街頭パトロール（第１土曜）
安全パトロール

●草津栗東交通安全協会志津支部
毎月１日､15日
毎月20日
10月
11月

街頭指導
シートベルト着用啓発
志津ふれあい運動会交通安全パレード
ふれあい広場　ミニ白バイ試乗体験

●草津市消防団第二分団
毎　　月

10月

12月
Ｈ30　1月

機械器具点検
志津ふれあい区民運動会　
色水放水などによる消防団ＰＲ
年末夜間警備
左義長の警戒活動

●志津学区グラウンドゴルフ協会

10月22日 グラウンドゴルフ大会
（志津小グラウンド　午前９時～）

　介護、介護予防、健康、医療などについてお気軽

にご相談ください。

　保健師や社会福祉士、主任ケアマネージャーが地

域に暮らす方たちの介護予防や日々の暮らしを様々

な側面からサポートします。

　皆さんが安心してイキイキと暮らせるように、皆

さんが持つ様々な権利を守る支援を行っています。

　介護に関する相談や悩みなど、福祉に関するいろ

いろなことを相談してください。

日　時：平成29年７月５日(水）
　　　　午前10時～午後４時

場　所：志津まちづくりセンター
　申込は不要です。都合の付く時間にお気軽にお越

しください。お待ちしています。

　　　　　　　　　　　　　　　  　（福祉部長：服部　孫司）

いつまでも元気に暮らすために……
介護予防・見守り・生活支援

協力し合える関係づくり

高穂地域包括支援センターの
出張相談会の開催！
高穂地域包括支援センターの
出張相談会の開催！

（順不同）


