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▲スリップボーイズ

▲志津幼稚園「体操・歌」▲開会式

▲模擬店販売の様子 ▲子どもたちに大人気の風船 ▲会場の風景

▲プレイボーズ ▲JA草津市女性部カルチャー教室銭太鼓

▲志津ふれあいバンド（小学校職員） ▲大抽選会の様子

▲J☆M☆H

▲高穂中学校吹奏楽部
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志津学区人口13,178人　男6,797人　女6,381人（平成29年10月31日現在)

11月12日（日）志津小学校において、第28回「志津ふれあい広場」を開催しました。子どもから大人までのステージ発表、
組織・団体による模擬店・遊び・体験コーナー、体育館でのバザー・スポーツ・展示コーナーなど、会場は多くの参加者で賑わい、
大盛況に終わることができました。写真展や大抽選会なども好評で、お互いに志津のよさの再認識を大いにすることがで
きました。今後も「住み続けたいまち志津」をめざして、 皆さんと共に作り上げていく「広場」にしていきたいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （教育・文化部長：寺尾　信一）

第 2 8回 「志津ふれあい広場」 開催第 2 8回 「志津ふれあい広場」 開催

一人一人の心のマナーで美しいまち ～ポイ捨て０のまち～◎地域環境美化活動

志津まちづくり協議会町内会長委員会



▲「健康と料理」身近な食材で ▲「食育講座」北山田ハウス見学

▲脳活性化トレーニング ▲月1回開催〈けん玉広場〉

「くさつシェイクアウト２０１７」
　　に参加しました！
「くさつシェイクアウト２０１７」
　　に参加しました！

「くさつシェイクアウト２０１７」
　　に参加しました！
「くさつシェイクアウト２０１７」
　　に参加しました！

９月２日(土)13:30 ～　
                                      志津まちづくりセンター

【審議内容】

　◇平成30・31年度役員の改選について

　　会則に基づく改選方法の確認

　◇第65回志津ふれあい区民運動会の概要について

　◇第28回志津ふれあい広場の概要について

　◇志津まちづくりセンターの改築について

第2回「理事会」を開催！

当協議会では、9月2日の理事会の会議中に、９月10日の

市内一斉防災行動訓練を前に、「くさつシェイクアウト

2017」訓練を実施し

ました。

出席者29名が一斉

に緊急避難の合図と

ともに、机の下にもぐ

り「姿勢を低く」「頭を

守り」「動かない！」の

安全行動を確認し合

いました。　　　　　　　（防災・防犯・交通部長：奥村　憲一）

10月３日（火）健康推進員連絡協議会と志津まちづくり
協議会の共催事業として「男の料理教室」を開催しました。
学区内の回覧と口コミにより男性10名の参加がありま
した。
朝食の大切さなどの話を行い、自己紹介のあと料理献
立の説明をして調理にかかりました。献立は、豆腐ビック
シューマイ、きゅうりとわかめの酢の物、野菜スープ、フ
ルーツのヨーグルトがけとカロリー控え目で、野菜を豊富
に使う料理です。健康推進員は、調理の補助にまわり和気
あいあいと楽しい雰囲気でした。男性の腕前も良く健康推
進員も感心する程のもので、料理したものは、格別美味し
くいただきました。
アンケートでは、「楽
しかった」「おいしかっ
た」「家でも作ってみま
す」という声に、これか
らも地域の皆さんの笑
顔づくりのお手伝いが
できればと思いました。
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　  （健康推進員連絡協議会会長：辻　真知子）

「男の料理教室」 開催「男の料理教室」 開催「男の料理教室」 開催「男の料理教室」 開催

～テーマ～
平成29年度

「健幸のまち志津」
事業

食べる笑う話す歩く やってみる！

◎けん玉広場
　平成30年１月13日(土)・２月17日(土)
　いずれも10：00～11：30
◎第1回けん玉大会
　平成30年３月３日(土)　９：30～11：30
◎公開講座
　第５回 笑いと健康
　平成30年１月27日(土)　13：30～14：30

講演「笑いも仕事も健康から」
落語「目指せ！ちょっと岳」
講師　落語家　桂　三風さん
　　　　　　　（草津市出身）

　開催にあたり、ご支援ご協力を賜りました志津地
区体育振興会および関係の皆さまに、心より厚くお
礼申しあげます。            （体育・健康部長：奥村　　弘）

第65回「志津ふれあい区民運動会」は
天候不順により中止しました！

（事務局長：吉田　和子）

体育・健康部事業

大人から子どもまで、どなたでも
参加できます。
お誘い合わせのうえ、お越しください。
会場：志津まちづくりセンター

お知らせお知らせ



▲ロクハタウン自治会 ▲上尾町内会

▲青地第二町内会 ▲馬場町町内会

▲志津寺子屋教室の子どもたち

平成 2 9年度

　　 「敬老のつどい」！

平成 2 9年度

　　 「敬老のつどい」！
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平成 2 9年度

　　 「敬老のつどい」！

志津学区では、敬老の日（9月18日）を中心に一週間前後、

各町内会・自治会、施設において、平成29年度「敬老のつど

い」を開催しました。各町内会・自治会では、式典やアトラク

ションなど趣向を凝らした内容で工夫されていました。参

加者からは「今年も元気に参加できて楽しかった。」との声

も聞かれ、参加者同士の大切な交流の場にもなっています。

（福祉部長：服部　孫司）

11月12日の第28回「志津ふれあい広場」において、相談会

コーナーを設けました。「医療福祉を考える会議」のPRとと

もに多岐にわたる相談を受け、一定の啓発につながりました。

ふれあいサロン開催しました！ふれあいサロン開催しました！ふれあいサロン開催しました！ふれあいサロン開催しました！

志津社会福祉協議会は、10月24日（火）に70歳以上の一

人住まいの方と障害者更生会の方々を対象に郊外交流会

を開催しました。

研修先は、水口「大池寺」を拝観しました。住職による甲

賀三大仏の釈迦如来坐像の仏像、小堀遠州作と伝えられて

いる美しい蓬莱庭園の講話に聞き入りました。

その後、湖南市のレスト

ランでの昼食、栗東市の

「田舎の元気や」での買い

物をして楽しいひと時を

過ごしました。

　　　　　　　　　　　　　　 （社会福祉協議会：寺尾　孝男）

「志津寺子屋教室」 開校に更女も協力！「志津寺子屋教室」 開校に更女も協力！「志津寺子屋教室」 開校に更女も協力！「志津寺子屋教室」 開校に更女も協力！

このほど、志津に待望のBBS会寺子屋教室が開校されま

した。

「寺子屋教室」とは、「子どもたちの居場所づくり」を目的

として草津市BBS会が取り組んでいる活動の二本柱の一

つです。「決められた日時に決められた場所に行けば、BBS

のお兄さん・お姉さんが待っている」という安心感が子ど

もたちの中にあるようです。初代寺子屋は平成2年に創設

され、現在志津も含め市内6会場で開催されています。それ

ぞれの寺子屋でのクリスマスをはじめイベントには、地元

の更生保護女性会も参加し協力しています。

志津寺子屋教室は、毎週水曜日18時～19時に「学習タイ

ム」19時～19時30分に「遊びタイム」を志津まちづくりセ

ンターで行われています。

現在は、志津小学校と高穂

中学校の児童や生徒が約

12名参加し、楽しいひと時

を過ごしています。

志津寺子屋教室では、子

どもたちと勉強したり遊ん

だりしてくれるスタッフを

募集しています。私たちも

微力ながら協力したいと考

えています。

第2回 「高穂包括支援センター

出張相談会」 を開催しました！

第2回 「高穂包括支援センター

出張相談会」 を開催しました！

第2回 「高穂包括支援センター

出張相談会」 を開催しました！

第2回 「高穂包括支援センター

出張相談会」 を開催しました！

本年度２回目の高

穂地域包括支援セン

ターの出張相談会を

開催しました。

地域の人に利用さ

れている志津まちづ

くりセンターでの開

催に、相談員も明るい雰囲気の相談会となるよう室内の装

飾も意識しながら計画しました。

介護に関する相談や悩み以外にも、健康や福祉等、相談

内容も多岐にわたりました。「地域包括支援センターの活

動内容」についての相談者もおられ、啓発につながったと

思います。

高齢になっても元気で生きがいを持ち、住み慣れた地域

で自分らしく生き生きと暮らし続けるためにもこのよう

な地域での相談会が必要だと思います。

介護サービスを利用する際には、重要な相談機関となり

ます。地域の皆さんも積極的に活用してみてはいかがで

しょうか。来年度以降も相談会を計画していきます。

（福祉部長：服部　孫司）

草津市 BBS会

（志津地区更生保護女性会会長：臼杵　照代）

協力し合える関係づくり志津学区の医療福祉を考える会議

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



▲めくり絵での読み聞かせの様子

▲昨年のHUG訓練の様子

　今年度は、災害防災にかかる対策や基本的な知識を知る

機会と災害発生時の避

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（模擬体験ゲーム）を

通して学びます。

●日　時：平成30年1月20日（土）13：30～16：00

●場　所：志津まちづくりセンター　大会議室

（防災・防犯・交通部長：奥村　憲一）

　俳句結社「花藻」編集同人　若松　司さんを講師に迎
え、事前に学級生が作
った俳句を用いて句会
を開きました。若松さ
んが一つひとつの俳句
を丁寧に詠まれると、
学級生も情景を思い浮
かべながら聴き入って
いました。

　NPO法人認知症予防ネット　理事長　高林　實結樹
さんを講師に迎
え、志津社会福祉
協議会と共催で開
催しました。認知
症についてわかり
やすくお話してい
ただきました。ま
た、認知症予防ゲ
ームでも楽しく学
びました。

　「本大好き会」を講師に迎え、プロジェクターを使用
しての絵本の開き読みや、手作りのめくり絵の読み聞か
せ、本の朗読など様々
な技法で本を読んでい
ただきました。学級生
は熱心に聞き入り、話
しの内容がおもしろ
く、笑いありで楽しん
でおられました。

　午前中は、マキノピックランドへ行き、メタセコイア
並木の散策、写真撮影を楽しみました。昼食は、マキノ
グランドパークホテルで琵琶湖を眺めながらの食事。午
後は、たかしまビレッジにて、カップケーキキャンドル
作りに挑戦しました。出来上がったカラフルなオリジナ
ルキャンドルに、学級生はうれしそうで笑顔がこぼれて

いました。帰りは、
バスの中で懐メロ
を歌いながらの秋
の楽しい一日とな
りました。

1/20（土）自主防災研修会を開催します!
防災・防犯・交通部事業

「菊づくり講座」（伝承文化講座）開催しました「菊づくり講座」（伝承文化講座）開催しました
　５月27日（土）から８月19日（土）の全４回に、今年も講師に髙岡實さんを迎え

「菊づくり講座」を開催しました。

講座では、季節ごとの世話の仕方、肥料の与え方を教え

ていただき、受講者18名は熱心に学んでいました。

　また、講師の髙岡さんと受講者が育てられた菊の花を

今年も玄関に飾っていただき、色あざやかな玄関となり

ました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （事務局：井上　教真）

　志津人権教育推進協議会・志津小学校ＰＴＡ・志津まち

づくりセンターの三者共催で、下記のとおり開催します。

自分自身を振り返る機会として、参加してみませんか。

と　き：平成30年２月６日（火）　午後７時00分～
ところ：志津まちづくりセンター　大会議室
内　容：〇町内学習懇談会実施報告
　　　　〇モデル町(上尾町内会)が実施報告

　　　　〇講演：人権コンサート

　　　　　「感じてください　差別をなくすため」

　　　　　市同和教育啓発講師　歩゜歩゜さん

（人権教育推進協議会会長：鈴木　登）

人権総括研修会
第２回人権講座
人権総括研修会
第２回人権講座 ご案内ご案内

志津やすらぎ学級　一般教養講座・郊外研修志津やすらぎ学級　一般教養講座・郊外研修

６月16日(金)６月16日(金)
第２回「俳句に挑戦しよう！～俳句入門～」第２回「俳句に挑戦しよう！～俳句入門～」

９月15日(金)９月15日(金)
第４回「～絵本の楽しさを伝えるために～」第４回「～絵本の楽しさを伝えるために～」

10月20日(金)10月20日(金)
第５回「郊外研修 ㏌高島・マキノ方面～」第５回「郊外研修 ㏌高島・マキノ方面～」

７月21日(金)７月21日(金)
第３回「自分と認知症の問題を考えてみよう！」第３回「自分と認知症の問題を考えてみよう！」

（事務局：山本　美由紀）▲認知症予防ゲームを体験

▲句会の様子

▲カップケーキ
   キャンドル

◀
メ
タ
セ
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イ
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並
木


