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志津ふれあい
　　区民運動会の開催
志津ふれあい
　　区民運動会の開催

日　時：平成29年10月15日（日）  午前９時開会

場　所：志津小学校グラウンド　※雨天の場合は中止

　今年は、競技時間を30分短縮し、午後３時頃に競技

終了の予定です。

「参加して 観て 楽しい ふれあい区民運動会」を目指

します。皆様のご参加とご協力をお願いします。

　　　　　　　　　　　　（体育・健康部長　奥村　　弘）

と　き：９月29日（金）～平成30年１月27日（土）の全５回

ところ：志津まちづくりセンター〔10/18(水)のみ市外、貸

 切バスで移動〕

対　象：志津学区に在住・在勤の方

定　員：30人（先着順）　原則５回とも参加できる方

 〔第５回はどなたでも参加できます。〕

参加費：１，500円　〔10/18（水）の昼食代〕 第１回目に 

 徴収します。

申込・問合せ：９月21（木）午後４時までに直接、志津まち

　　　 づくり協議会事務局（志津まちづくりセンター内） 

　　　 ＴＥＬ562－0047までお申し込みください。

　「健康講座」５回連続講座を、下記

のとおり開催します。

　テーマ《歩く、 話す、 笑う、 食べる、 
やってみる》の様々な内容で、楽し
く学べる講座です。健康を維持する

ためにも、ぜひご参加ください。

●テ ー マ：『好きです　ふるさと志津
　　　　　　～みんなで大きな「わ」をつくろう～』

●開催日時：11月12日（日）10：00 ～ 14：30

●会　　場：志津小学校

●内　　容：ステージ発表、模擬店、バザー、遊び・体験、

スポーツ体験、展示コーナー等様々なコー

ナーを企画しています。閉会後には、毎年

恒例の大抽選会も予定しています。ご近所

お誘い合わせのうえ、ぜひお越しください。

尚、詳細については案内チラシを10月中旬に全戸配布

させていただきますのでご覧ください。

『志津ふれあい広場』
を開催します！

夏休みの夏休みの
子どもも大人も挑戦した夏！子どもも大人も挑戦した夏！

第65回

「敬老のつどい」
  開催のお知らせ
「敬老のつどい」
  開催のお知らせ

平成
29年度

受講者を募集しています！受講者を募集しています！
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9月18日(月祝）午前11時

9月18日(月祝）
午前10時30分

9月17日（日）午前11時

9月17日（日）午前11時

9月17日（日）午前11時

9月16日（土）午前10時

9月10日（日）午前10時

9月10日(日）
午前10時50分

9月10日（日）午前10時

9月15日（金）午前11時

9月24日（日）午前10時

9月24日（日）午前10時
午後１時30分

9月18日（月祝）
午後2時

 町内会・自治会等 と　　き ところ

「わたしの好きな志津
　　　　　　み～つけた！」

　　志津の歴史や自然、景色、伝統行事など、皆さんのお

気に入りの写真を募集し、当日展示コーナーにて発表しま

す。詳しくは、各町内会・自治会回覧の募集チラシをご覧

ください。

応募期間　９月15日～１0月28日

たくさんのご応募をお待ちしています！

（福祉部長　服部　孫司） 　（教育・文化部長　寺尾　信一）

９月２９日（金）

９：３０～１３：３０

１０月１８日（水）

９：００～１５：００

１１月２２日（水）
１０：００～１２：００

１２月１３日（水）

１３：３０～１５：００

【公開講座】

来年１月２７日（土）

１３：３０～１４：３０

健康と料理

身近な食材、日常の料理

マレットゴルフ体験

（野洲市マイアミランド）

脳活性化トレーニング

Ａ(明るく)Ａ(頭を使って)

Ａ(あきらめない)

日常の健康な歩き方
基本姿勢と歩き方の大切さ

【講演】

笑いも仕事も健康から

【落語】

目指せ！ちょっと岳

職業訓練指導員

辻田　一美さん

滋賀県マレット

ゴルフ協会

地域サロンお助け隊
一心 太助

スタイルエクサ＋Ｋ

ミスユニバース評議委員　

ＫＥＩＫＯ さん

落語家

桂　　三風 さん
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日　　時 内　　容 講　　師

一人一人の心のマナーで美しいまち

地域の人たちとふれあいながら子どもたちは
成長しています！
地域の人たちとふれあいながら子どもたちは
成長しています！

～ポイ捨て０のまち～
◎地域環境美化活動

思い出思い出

『志津わんぱく協働合校事業』

『
子
ど
も
居
場
所
事
業
』

『健幸のまち事業』

☆子どもと大人のハイキング☆子どもと大人のハイキング
７月８日（土）開催

☆けん玉広場☆けん玉広場
７月２２日（土）開催

☆子ども絵画広場☆子ども絵画広場
７月２６日（水）・２７日（木）開催

☆子ども広場「本を読もう」☆子ども広場「本を読もう」
８月２日（水）・３日（木）開催

☆「SMT（しづ・まち・探検隊）絶対絶命！？キャンプ」☆「SMT（しづ・まち・探検隊）絶対絶命！？キャンプ」
８月５日（土）～６日（日）開催
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▲簡易トイレづくりに挑戦
▲わんぱく特製ツイストパンづくり

第28回

写真コンクール作品募集！

第2回



６月４日（日）午前８時30分から山寺新田会議所にお
いて、土砂災害避難訓練を開催しました。当日は、草津市
から４人、山寺新田町内会より31人の参加があり、災害
に対する意識の高さを感じました。草津市危機管理課か
ら避難勧告発令、避難所の開設、対象世帯の避難確認、市
へ支援物資の依頼など、実地訓練を実施しました。
訓練を受けて感じたことは、困った時だけ助け合うと
いうのは、なかなか難しいことです。日頃から行事や催し
などに参加し、出会い、声掛け、
心のつながりを図っておくこ
とが大事だと教えられました。
また、実際の災害に役立つ訓練
だったので今後も継続してい
くことが大切だと思いました。
　　　　　　　　　　　（山寺新田町内会長　小林　茂治）

橋川市長と
「志津学区の課題について」懇談！！
６月29日（木）市役所において、橋川渉草津市長と当協
議会の本部三役と地元市議会議員による懇話会を実施し
ました。内容は、次のとおりです。
① 志津まちづくりセンターの改築について
② 草津川跡地利用計画(区間６)の整備促進における 
 山手に向けての道路整備について
③ 志津運動公園の早期再建について
④ 都市計画道路の整備促進について
特に、①志津まちづくりセンターの改築については、平
成30年度に設計、平成31年度に改築工事の運びとなって
います。本協議会では、建設検討委員会における話し合い
を基に、平屋建て建築をお願いしているところです。橋川

市長からは、市のこれまでの建て
替えの基本方針を踏まえながらも、
「高齢化や弱者への対応と建設コ
スト、用地代、建物の強度」等、地元
と相談しながら総合的に検討した
いと回答をいただきました。

　　　　　　　　　　　（事務局長　吉田　和子）

滋賀県知事・滋賀国道事務所長に
要望書を提出！
８月23日（水）、滋賀県知事と近畿地方整備局滋賀国道
事務所長に対し、地域の課題についてそれぞれに要望を
行いました。
内容については、次のとおりです。
①　県道および主要地方道と国道１号の交差点改良に
　　　ついて
②　草津川上流部の平地河川化の促進について
一日も早く慢性的な交通渋滞
を解消するため、早期に交差点
改良、また災害による危険性の
解消に向け、整備促進に取り組
んでいただくようお願いしまし
た。

　　　　　　　　　　　（事務局次長　政川　純子）

『志津スポーツクラブ』　
　発足15周年を迎えました！
『志津スポーツクラブ』　
　発足15周年を迎えました！
６月17日（土）志津小学校体育館において『志津スポ

ーツクラブ発足15周年記念式典』を開催しました。式
典には、山本副市長をはじめ関係者を来賓に迎え、盛大
な記念式典となりました。
当クラブでは、「いい汗とふれあいを」をスローガンに、

（いつでも）（だれでも）（すきなレベルで）（世代を超え
て）（色々なスポーツ）の考えのもと、会員の交流を深
めています。また、「健康寿命」への取り組みの礎とな
るよう20周年に向
けてより充実した
活動をしていきた
いと考えています。
今後とも地域の皆
様のご支援、ご協
力をよろしくお願
いします。
　　　　　　　　（志津スポーツクラブ委員長　森　　俠一）

山寺大空町内会による
　　　　　　　研究発表！
山寺大空町内会による
　　　　　　　研究発表！
８月５日（土）草津市役所にて、第49回草津市人権・同

和教育研究大会が、午前は全体会、午後は分科会（40団

体）として開催されました。午後の分科会には、提案者と

して、昨年度志津学区のモデル町であった山寺大空町内

会が、「障害者と共に暮らせる町内会づくりを目指して」

と題して発表されました。

「今回の懇談会を通して、聴覚障害の実情を知り、コミ

ュニケーション方法を学び、聴覚障害の関わり方、支援方

法等を考える良い機会であった」との発表を受け、参加者

からは、「①聴覚障害

の方の席②手話通訳

③スライド等参加者

に細やかな配慮をし、

アンケート調査結果

報告もあり、素晴らし

い報告でした。」との

評価を受けました。

「町内学習懇談会推進者研修
　　　　第４講座」の開催案内
「町内学習懇談会推進者研修
　　　　第４講座」の開催案内

町内学習懇談会推進者研修
　第３講座・第１回人権講座を開催！
町内学習懇談会推進者研修
　第３講座・第１回人権講座を開催！

本年度の町内学習懇談会のさらなる充実と円滑な運営
をめざし、下記の通り研修（第４講座）を開催します。
志津人権教育推進協議会委員・町内学習懇談会推進委員
の皆様におかれましては、公私ともご多用のこととは存
じますが、ご出席いただきますようお願い申しあげます。
日　　時：９月21日（木）午後７時30分～
場　　所：志津まちづくりセンター　大会議室
研修内容：（１）町内学習懇談会の進め方について
　　　　   （２）町別に分かれて町内学習懇談会の打

　　　　　　　　 ち合わせ
持 ち 物：啓発資料『めざめ第40集』（９/15に全戸
　　　　　　配布予定）

　８月23日（水）志津まちづくりセンターにおいて、志
津人権教育推進協議会、志津まちづくりセンター、志津
小学校ＰＴＡの三者共催で、町内学習懇談会推進者研修
第３講座・第１回人権講座を開催しました。
　講師に杉江範昭さん（部落差別を解消するための啓発
を考える会・草津）を迎え、推進協力者である行政の方
も含め約100人の参加を得て、「“じんけん”ってだれの
もの？　学ぶのはなぜ？」と題して研修会を行いました。
　研修は、講師からいくつかの事例に基づき、それぞれ
について参加者が思ってい
ることを2～ 4人で話し合い、
発表をする形式でした。また、
大変わかりやすい内容で、
今後の町内学習懇談会にお
いて人権についてさらに研
修を深めたいと思いました。

“志津ふれあいサロン”開催！“志津ふれあいサロン”開催！
７月28日(金)10時から、志津社会福祉協議会は、志
津まちづくりセンターで70歳以上のひとり住まいの方
と、身体障害者更生会の方々を対象にふれあいサロンを
開催しました。高穂地域包括支援センターの役割りや、
西方寺副住職の牧さんのマジック、琴城流大正琴教室の

宮地さん他３名によ
る琴演奏と合唱、さ
らに健康推進員によ
る手作り昼食をいた
だきました。最後は
抽選会で楽しいひと
時を過ごしました。
（参加73人）

　　　　　　（社協地域・ボランティア部会長　寺尾　孝男）

『離乳食レストラン』開催『離乳食レストラン』開催

８月１日（火）に健康推進員連絡協議会では、離乳食レ

ストランを開催しました。４ヶ月から10ヶ月までの乳

児とママ10組の参加がありました。食事のバランス、

朝食の大切さ等の話を行い、自己紹介をして、交流を深

めていただきました。その後、健康推進員による「おか

ゆ」「初期、中期、後期の離乳食作り」の手順を見学後、

試食してもらいまし

た。アンケートには、

「参加して良かっ

た」「勉強になりまし

た」というお声をい

ただき、改めて健康

推進員のやりがいを

感じました。

　　　　　　　　（健康推進員連絡協議会理事　辻　真知子）

高穂包括支援センター
　　出張相談会を開催しました
高穂包括支援センター
　　出張相談会を開催しました
7月5日（水）まちづくりセンターにおいて安心してい
きいきと暮らすための地域づくりとして、高穂地域包括
支援センターと連携し、昨年に引き続き、約2,200名の高
齢者を対象に福祉全般についての相談会を開催しました。
内容については、介護保険制度、介護予防など生活支援
サービスの説明を行い、不明な点等については、電話、訪
問もしますと説明いたしました。
相談に来られた方には、今後の参考として、本年度の新
しい資料をお持ち帰りいただきました。相談会場には、七
夕の飾りつけを行い、明るい雰囲気の中、短冊に願いごと
を書いてもらう等、七夕の雰囲気を味わっていただきま
した。
相談者の皆さんからは、「話して
よかった」とのお声もいただき、志
津まちづくりセンターでの開催が、
一歩前進したのではないかと感じ
ました。

『橋川市長とまちづくりトーク』
を開催！
7月１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町内会長委員会主催「市長と
まちづくりトーク」を開催いたしました。
志津まちづくりセンター利用者代表として玉木昇さん、
辻真知子さん、地域代表として乾英男さんの3人から、
それぞれ志津まちづくりセンター改築に伴う思い、さら
には志津学区内の課題「未来の公共交通安全対策」につ
いて熱心に話され、橋川市長をはじめ担当部長の答弁を
いただきました。
この活動に関しましては、今後も続け粘り強く協議の
上、志津学区内の課題解決を図り“住み続けたいふるさ
とづくり”を推進させるこ
とが大切だと思っていま
す。学区みなさまの声と
力を結集して精一杯頑張
ります。今後とも、ご指
導ご支援をよろしくお願
い申しあげ報告とします。

（町内会長委員会委員長　竹村　　勇）

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以外にも、福祉や、その他いろい
ろなことの相談が可能です。

日　時：平成29年10月4日（水）　午前10時～午後4時
　　　 志津まちづくりセンター
申込は不要ですのでお気軽にご相談ください。
お待ちしています。

お知らせ 高穂地域包括支援センターの
出張相談会を開催いたします。

（福祉部長　服部　孫司）

山寺新田町内会
　「土砂災害避難訓練」を実施！
山寺新田町内会
　「土砂災害避難訓練」を実施！

（志津人権教育推進協議会会長　鈴木　　登）


