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志津学区人口13,367人　男6,917人　女6,450人（平成30年４月30日現在)

「宮の森いきいき倶楽部五日会」追分町町内会 「にこにこ会」山寺新田町内会

ふれあいサロンの紹介

開催日：毎月３と８のつく日（曜日によっては前後する）
時　間：9：30～11：30
場　所：追分会館
内　容：おしゃべりサロン、脳活、百歳体操、お口の体操、懇親会
　　　

開催日：毎月第４木曜
時　間：9：00～11：00
場　所：山寺新田会館
内　容：おはなし会、ゲーム、季節のイベント

第１回「志津ふれあいウォーキング」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～

平成３０年度「健幸のまち志津」事業平成３０年度「健幸のまち志津」事業平成３０年度「第１回常任理事会」を開催！
５議案すべて可決

平成３０年度「第１回常任理事会」を開催！
５議案すべて可決

食べる笑う話す歩く やってみる！

◎地域環境美化活動

　５月26日（土）「志津まちづくり協議会」第１回常任理事会を、

志津まちづくりセンターにおいて開催しました。

　当日は、委任状を含め20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29年度収支決算報告及び監査報告、平成30年度補正予算

（案）、「志津まちづくり協議会」会則及び施行細則・組織体制等、

専門委員会の設置（案）、

志津まちづくり協議会新

規加入団体・脱会団体に

ついての５議案が審議さ

れ、全て可決されました。

今後は、平成30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。
　　　（事務局長：奥村　清）

　６月５日（火）午前10時より、23名が参加して第

１回「志津ふれあいウォーキング」を開催しました。

今回は青地町、追分町約6キロのコースを歩きまし

た。普段は通ることがない神社やお寺を訪ね、地域

の方のお話を聞き、

ロクハ公園を歩き

ました。少し汗ば

む陽気でしたが、

心地よい風もあり、

参加者どうしの会

話も弾んで楽しい

ウォーキングとな

りました。　　　

　　　　　　　　　　　　　  　（担当：井上　教真）

～テーマ～

脳トレの様子脳トレの様子 団らんの様子団らんの様子

ウォーキングの様子ウォーキングの様子



郊外研修会 ～いちご摘みを体験～
身体障害者更生会志津分会

郊外研修会 ～いちご摘みを体験～
身体障害者更生会志津分会

　４月19日（木）好天気に恵まれて、地域の諸団体と、更
生会会員が親睦とふれあいを目的に、福祉バスを利用し
て一日研修に出かけました。
　野洲の御上神社に参拝して感じたことは、目の前に見
える近江富士の雄大な姿に、こんな近くに気持ちの安ら
ぐ良い所があったことに驚きました。
　竜王園では、いちごの栽培方法を教えていただき、みん
な和気あいあいで試食を
しました。昼食は栗東の
魚新楼で、なごやかな雰
囲気でひと時を過ごしま
した。帰途、「田舎の元気
や」に立ち寄り、夏野菜、
果物、苗などを思い思い
に購入して有意義な一日
となりました。
　　　　　　　（身体障害者更生会志津分会会長：飯田　妙子）

　草津市高穂地域包括支援センターは、志津学区の高
齢者の方の相談窓口です。ご相談は、社会福祉士、保健
師、主任ケアマネジャーが対応させていただきます。
　『介護のこと』『介護予防』『健康』『医療のこと』など、
各種資料もご用意してお待ちしています。
日　時：平成30年７月18日(水） 午前10時～午後４時
場　所：志津まちづくりセンター　小会議室
　申し込みは不要ですので、どうぞ、お気軽にお越し
ください。

（福祉部長：服部　孫司）

第４回高穂地域包括支援センター

出張相談会の開催
第４回高穂地域包括支援センター

出張相談会の開催

　ジュニアリーダー養成講座は４～６年生を対象と
し様々な体験を通してリーダーになるために自分た
ちで学び考え、仲間と協力することを目標としていま
す。
　４月21日（土）に第１回目の講座を開催し、『フォト
フレーム作り』を行いました。最初はみんな緊張して
いるように見えましたが、徐々に慣れてくると、どの
グループもみんな仲良く貝殻などをボンドやグルー
ガンを使用し、アイデアいっぱいに飾り付けをして、

個性的なフォトフレームに仕
上がっていました。今年度も
デイキャンプなどの体験講座
を予定しており、体験のなか
で成長していく子どもの姿を
見るのが楽しみです。

（志津学区子ども会指導者連絡協議会　会長：四十九院　崇彦）

平成３０年度

第１回「ジュニアリーダー養成講座」を開催
志津学区子ども会指導者連絡協議会

平成３０年度

第１回「ジュニアリーダー養成講座」を開催
志津学区子ども会指導者連絡協議会

　「母の日」前の５月10日（木）午前10時から、フレンド
マート志津東草津店の駐車場で「志津幼稚園の園児」に
よって交通安全啓発活動が行われた。少し強い風が肌を
刺し寒さを感じる日でしたが、地産地消のカーネーショ
ンを「安全運転をお願いします」とやさしく声をかけなが
ら車や自転車の運転者、歩行者に渡した。受け取った人た
ちは、異口同音に「ありがとう、気をつけて運転します」と

にこやかに応えていた。
この取り組みは、例年「母
の日」前日の金曜日に草
津栗東交通安全協会と志
津学区交通安全会の共催
で実施されている。両会
は、「思いやりある運転」
に心がけてほしいと願っ
ている。

（草津栗東交通安全協会志津支部長：奥村　平一）

思いやりのある運転を！思いやりのある運転を！

「がんばる地域応援」
　事業をはじめます！
「がんばる地域応援」
　事業をはじめます！
自分たちの住む地域をさらに魅力のある地域とする

ため、地域のめざす将来像の現実や地域課題の解決

のために必要な取り組みを行うための交付金事業

◎志津学区住民アンケート等調査事業
　学区全体の現状を把握して、情報の共有化を図り地域

　全体の活動を見直し、これからのまちづくり計画に反

　映させる。

◎ふるさと志津の魅力再発見プロジェクト
　地域住民が自ら参画し、地域の中に豊かな学びを創り

　出すと共に、学んだことを活かし、より良い志津のま

　ちづくりをめざす。

　・志津の昔の暮らしや風景を映した写真を発掘し、後

　　世に伝える。

　・「私の好きな志津、み～つけた！写真コンクール」の

　　継続開催

　・「フォトムービー」を常設展示（収集した写真をデジ

　　タル化して、常時フォトムービーとして館者に見て

　　もらえる場を提供する。）



平成30年度　組織・団体の事業計画（予定）

●更生保護女性会

●青少年育成地区民会議

７月７日
未　　定

年　　間

毎週水曜
18:00～19:30
７月～８月
未　　定
年 ２ 回
年　　間

●社会福祉協議会
７月25日
10月29日
12月19日
H31 ２月９日

年　　間

高齢者・障害者団体との交流ふれあい
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
　・先進地視察と情報の取り入れ
　・交通手段地域内の再分析と、停留場所、
　　買物・病院等への模擬運転
　・認知症の行方不明者の俳諧対策など
◎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

6月～7月
6月～2月
７月
８月

年　　間

６月10日

６月17日
 
11月23日
 

 H31 １月１日
　 １月末

６月13日
７月24日
７月25日
９月４日
10月２日
11月６日
12月４日
H31 １月８日
　　 　２月５日
      　 ３月５日

年４回
H31 １月上旬
　　 ２月末
　　 ３月

小学校と中学校との懇談
あいさつ運動に参加（毎月第１火曜・金曜）
草津市合同研修
２学区合同による人権研修の実施
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

第21回草津市民スポーツ・レクリエーション
祭に参加
第40回ソフトバレーボール大会
第16回チャレンジスポーツデー開催
　・第31回グランドゴルフ大会
　・第９回ペタンク大会
第39回元旦マラソン大会
第64回草津市駅伝競走大会に参加

エプロンシアター
第４回例会　離乳食レストラン
社協交流ふれあいサロン
第５回例会　生涯を通じた食育推進活動準備【県】
第６回例会　生涯を通じた食育推進活動【県】
第７回例会　めざせ！バランスごはん準備【市】
第８回例会　めざせ！バランスごはん
第９回例会　新年会
第10回例会
第11回例会

ジュニアリーダー養成講座開催
書き初め大会
思い出のつどい（６年生）
卒業記念

一般公開ケース研究会
施設訪問
例会　研修会
愛の声掛け運動

志津寺子屋教室の支援

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

●身体障害者更生会志津分会
６月29日

（雨天の場合7月6日）
７月中旬
10月15日
11月24日

第31回分会対抗グラウンドゴルフ大会

草津市身体障害者相談員・更生会役員研修会
組織強化活動「あったかの集い」
第14回県グラウンドゴルフ選手権大会

●志津学区少年補導委員会
毎　　月
毎　　月
毎　　月
夏・冬休み
６～２月

小学校近辺の安全パトロール（第３水曜）
学区内街頭補導パトロール（第１土曜）
小学校下校時通学路見守り（第３水曜）
街頭補導パトロール巡回
あいさつ運動に参加

●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

●草津市消防団第二分団
毎月17日
５月
４～８月
10月
11月

12月
H31 １月
　　 ３月

地震災害予防広報活動
各町の祭り準備
ポンプ操法訓練
志津ふれあい区民運動会　消防団PR活動
秋季火災予防広報活動
志津ふれあい広場　消防団PR活動
年末夜間警戒警備
各町左義長の警戒活動
春季火災予防広報活動

●志津学区グラウンドゴルフ協会

10月21日 グラウンドゴルフ大会
（志津小グラウンド　午前９時～）

各日程については予定であり、変更になる場合があります
のでご確認ください。

●志津スポーツクラブ

月３～４回
（土曜日）

卓球、バドミントン、パドルテニスなど
（志津小体育館）
グラウンドゴルフ（志津小運動場）



　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。笛とともに自分と向き合い、振り返る機会と

して参加しませんか。

と　き：平成30年８月10日（金）19：30～
ところ：志津まちづくりセンター　大会議室
講　師：坂井　孝之さん
テーマ：笛とともに～心のぬくもりを伝えたい～
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：宇野　禎持）

　志津まちづくりセンターの大

掃除をいたします。各種団体の

皆さま、自主教室の皆さま、ご協

力をよろしくお願いします。

次回12月８日（土）

　　午後１時30分（予定）

６月30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

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

♪
♬

「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！

第１回「人権講座」笛とともに
～心のぬくもりを伝えたい～を開催
第１回「人権講座」笛とともに
～心のぬくもりを伝えたい～を開催

　５月19日（土）志津まちづくりセンターにおいて、平成

30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、21名の受講生が８月末まで計４回受講

されます。第１回目は、菊の種類・肥料の適切な使い方に

ついて、第２回目は、定植と福助づくりのさし芽、第３回

目は、福助づくりの定植、大菊の育成管理、第４回目は、

蕾摘を学びます。１回目の講座では、昨年に引き続き受

講される方のお話等から、昨年うまくいかなかった事例

を皆で共有され、その対策もお話いただきました。秋に

は、受講生の育てた菊が、センターを彩ってくれるのを

楽しみにしています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当：鶴田真理子）

　５月18日（金）志津まちづくりセンターにおいて、「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34名を迎え、「素敵

な笑顔でチャレンジ人生」をテーマとして、年８回講座

を開きます。

　第１回一般教養講座は公開講座として、講師に自称

“浄土宗の劇団ひとり”山添真寛さんを迎え、「しんかん

のお楽しみ劇場」をご講演いただきました。紙芝居や人

形劇、ダジャレクイズなど、まさに体当たりのひとり芝

居と参加型あたまの体操に、学級生は開口一番大きな笑

いの渦に包まれ、“素敵な笑顔”で平成30年度のスタート

をきることができました。
（担当：鶴田真理子）

平成30年度「志津やすらぎ学級」
　　　　　　開講式の開催！
平成30年度「志津やすらぎ学級」
　　　　　　開講式の開催！

▲「菊の植え方」の説明

▲紙芝居「へっこき嫁さん」

センターでの各種証明書（住民票や印
鑑登録証明書、戸籍抄本、所得証明書な

ど）の発行の取扱いは終了しています。

※ゴミ袋の交換、購入、粗大ゴミ処理券
　の購入は可能です。


