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志津学区人口13,642人　男6,582人　女7,060人（平成31年４月30日現在)

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３１年「定期総会」を開催！　慎重に審議されすべて可決される平成３１年「定期総会」を開催！　慎重に審議されすべて可決される

◎地域環境美化活動

　平成31年「志津まちづくり協議会」定期総会を、３月30日（土）

に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43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。①平成31年度事

業計画（案）、②平成31年度収支予算（案）、③会則一部改正委員

会設置についての３議案について審議され全て可決されまし

た。平成30年度事業報告・決算報告については、５月25日（土）の

常任理事会で報告します。今後は、平成31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。

令和元年度「第１回常任理事会」を開催！　３議案すべて可決令和元年度「第１回常任理事会」を開催！　３議案すべて可決

　令和元年度「志津まちづくり協議会」第１回常任理事会を、５

月25日（土）に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19名の出席のもと議案の審議に入りまし

た。①平成30年度事業報告、決算報告、監査報告について、②平

成31年度補正予算（案）について、③第２期指定管理についての

３議案が審議され全て可決されました。

　また、（仮称）会則一部改正委員会の概要について、志津まち

づくり協議会脱会団体について、平成31年度「志津まちづくり

協議会」会則施行細則・組織体制等について報告され了承され

ました。議案②の平成31年度一般会計補正予算につきましては、

各町内会のサロンに「けん玉」の普及活動を行うために講師を

派遣する費用として補正予算を計上し、まち協運営・管理費と

して当初予算不足額を補正予算として計上しました。

（事務局：奥村清）

▲定期総会の様子

▲常任理事会の様子

令和元年度「志津まちづくり協議会」事業日程（予定）
6月２２日（土）

（開催場所：志津小学校体育館）

9月１６日（祝月）（前後１週間）
（各町内会・自治会・2施設）

・自主防災研修会

・敬老のつどい

10月20日（日）
　（開催場所：志津小学校グラウンド）

11月10日（日）
　（開催場所：志津小学校）

・志津ふれあい体育祭

・志津ふれあい広場



郊外研修 ～キリンビール滋賀工場を見学～
身体障害者更生会志津分会

郊外研修 ～キリンビール滋賀工場を見学～
身体障害者更生会志津分会

　５月16日（木）素晴らしい天候の下、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。彦根の「キリンビール滋賀工
場」見学ツアーに参加、馴染みのあるビールの製造工程を
興味深く見学し、最後に楽しく試飲させていただきまし
た。続いて、同じ彦根市内にある「庄堺公園」を散策しまし
た。1,000本を超えるバラと菖蒲が咲き誇る園内を参加
者どうしが話しながら歩
き、滋賀県下にこんな素
敵なところがあるという
新たな発見がありまし
た。昼食会場でも会話が
弾み、お互いの親睦を深
めることができた有意義
な一日となりました。
（身体障害者更生会：飯田妙子）

　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20日（土）に第１回の講座を開催し『粘土キャンド
ル作り』を行いました。最初は少し緊張している様子もあ
りましたが、時間がたつにつれて楽しそうな声があふれ
ていました。たまご型のキャンドルに色とりどりの粘土
を思い思いに貼りつけて、素敵な作品が仕上がりました。

　今年度もデイキャンプなど
の体験講座を予定しており、
体験を通して子どもたちが成
長していってくれる姿を楽し
みにしています。
（子ども会指導者連絡協議会：奥村千帆）

第6回「高穂地域包括支援センター」
出張相談会を開催しました。

第6回「高穂地域包括支援センター」
出張相談会を開催しました。

　令和元年最初の出張相談会を5月22日（水）に志津まち
づくりセンターで開催しました。昨年は記録的な猛暑の
中での開催でしたが、ご来場される方の健康も考え春先
の開催となりました。会場は高穂包括の皆さんの季節感
と華やかさのある装飾で相談者の方をお迎えしました。
高齢者に関するお持ち帰りいただく資料も数多く出品さ
れました。
　介護保険の制度がよく分からない？認知症による物忘
れと加齢による物忘れの違いなど、生活のなかで、困って

いることや心配なことなどの説明
を行い認知症予防についても、情
報提供が行われました。
　本年度、第2回目の相談会は10
月を予定しています。次回の相談
会も、どうぞお気軽にお越しくだ
さい。お待ちしています。

「第１回ジュニアリーダー養成講座」を
開催しました‼

「第１回ジュニアリーダー養成講座」を
開催しました‼

　「母の日」前の５月10日（金）午前10時30分から、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。暖かいさわやか
な日、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
けて欲しいと願っている。

（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に心がけよう‼思いやりのある運転に心がけよう‼ ▲キリンビール見学の様子

▲キャンドル制作の様子

▲個別相談の様子

▶
子
ど
も
た
ち
に
よ
る
声
か
け

「なごやかサロン」（青地第一町内会） 「きらく会」（笠井町町内会）

ふれあいサロンの紹介

開催日：毎月第１・３月曜
時　間：13：30～15：30
場　所：我孫子清章さん宅
内　容：小ものづくり、茶話
　　　 会、お出かけサロン

開催日：毎月第３月曜　
時　間：13：30～15：00
場　所：笠井町集会所
内　容：茶話会

◀みんなでペン立て作り◀みんなでペン立て作り ◀楽しく交流している様子◀楽しく交流している様子

日　時　６月22日（土）　午後１時30分から
場　所　志津小学校体育館
内　容　リアルＨＵＧ訓練（実際に人が動いての避難
　　　　所運営訓練）ＡＥＤ使用訓練（湖南消防署に
　　　　よる）
主　催　志津まちづくり協議会　防災・防犯・交通部
　　　　※いざという時に備えて、ぜひ参加してく
　　　　　ださい。　　　（防災・防犯・交通部長：宇野敬造）

自主防災研修会を開催します！自主防災研修会を開催します！

（福祉部長：服部孫司）

映画サロン開催のお知らせ映画サロン開催のお知らせ
今年も８月より人気作品の上映会を行います。

詳しくは回覧チラシで！

  皆さんの参加をお待ちしています。



令和元年度　組織・団体の事業計画（予定）

●更生保護女性会
7月6日
未定

年間

●社会福祉協議会
5月16日
7月12日
10月29日

12月

R2年2月15日

年間

身体障害者更生会企画の郊外研修会
高齢者・障害者団体との交流ふれあいサロン
高齢者・障害者団体との郊外ふれあいサロン
高齢者・障害者団体・さくら坂こども園との
クリスマス交流ふれあいのつどい
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
・地域内交通手段のワークショップ
・認知症の行方不明者の徘徊対策など
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

年間

5月～7月
6月～2月

6月
7月

6月16日
7月15日

11月23日

R2年1月1日
1月12日

7月9日
7月12日
9月～12月
9月3日
10月1日
10月
10月

12月7日
R2年1月7日

3月3日

年4回
R2年1月

2月
3月

子育てサロン「プーさんクラブ」への支援
通学時の見守り活動
高齢者（お一人住まいの方の災害時要援護者登録の推進）
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学区合同の県外研修
３学区合同の県外研修

第41回ソフトバレーボール大会
第22回草津市民スポーツ・レクリエーション祭に参加
第17回チャレンジスポーツデー開催
・第32回グラウンドゴルフ大会
・第10回ペタンク大会
第40回元旦マラソン大会
第65回草津市駅伝競走大会に参加

離乳食レストラン　第４回例会
志津社会福祉協議会　ふれあいサロン
現任研修・調理実習
第５回例会　（市）食育事業準備
第６回例会　（市）食育事業
（県）生活習慣予防スキルアップ事業
ロクハ荘　離乳食を学ぼう
第７回例会
第８回例会　新年会
第９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
施設訪問
例会　研修会
愛の声掛け運動

●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
志津ふれあい体育祭交通安全パレード
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
6～7月
10月
11月
12月

グラウンドゴルフ予選
あったかの集い（市更生会）
滋賀県グラウンドゴルフ大会（長浜ドーム）
クリスマス交流会（さくら坂こども園）

●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）
安全パトロール
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10日

街頭指導
シートベルト着用啓発
志津ふれあい体育祭交通安全パレード
志津ふれあい広場で交通整理

●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
R2年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
志津ふれあい体育祭　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

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
（志津小学校体育館）
グラウンドゴルフ（志津小学校グラウンド）



　粗大ごみ処理券の販売、ごみ袋の

交換、販売をセンター窓口でしてい

ます。また、蛍光管、乾電池、ベルマー

ク、プルトップ、ペットボトルキャッ

プ、プリンター純正カートリッジ、古

切手の回収をしていますのでご利用

ください。

下記の日程で、マレットゴルフ体験を行います。

◎７月６日（土）9:30～11:30

◎８月３日（土）9:30～11:30

◎９月７日（土）9:30～11:30

　場所　草津川防災センター（青地町）

　・ゴルフクラブは貸出します（無料）

　・一回だけの参加も可能です

申込・問合せ：志津まちづくりセンター ℡562－0047

◎８月６日（火）10:30～（予定）

　親子で軽食・デザート作り

　講　師：雪印乳業

　内　容：手作りピザ、ヨーグルトパフェ　

　＊詳しくは6/15発行の草津市広報をご覧ください

志津まちづくりセンターからのお知らせ志津まちづくりセンターからのお知らせ

♪

塩分は控えめに！塩分は控えめに！ 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す！
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す！

　４月16日（火）志津まちづくりセンター会場に、森永乳

業を講師に迎えて「減塩料理講座」を開講し、24名が受講

しました。この講座は、長寿の郷ロクハ荘と志津まちづ

くりセンターが共催で、講師、内容を変えて今年度４回

開催いたします。

　今回は、牛乳やチーズを使った「生姜風味の和風カレ

ー」「モッツァレラと豚肉のさっぱり和え」「ヨーグルト

クリームと抹茶仕立ての和風パンケーキ」を作りまし

た。まず講師の話を聞き、乳製品を使用することで骨粗

しょう症の予防になることを教えていただきました。乳

製品が和食ともよく合い、受講者には新たな発見となり

ました。また、食事に取り込むことでカルシウムが補え

ることを学びました。

（事務局：井上教真）

　５月17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、第１回一般教養講座を開講しま

した。今年度は、新規参加の方10名を加え、60才以上の

受講生40名と共に「素敵な笑顔でチャレンジ人生」をテ

ーマに年間８回の講座(郊外研修会１回含む）を予定し

ています。

　第１回一般教養講座は「石井裕子さん主宰トンちゃん

一座」を招き、ケアリングクラウン（赤い鼻のチカラで入

院中のこどもに心のケアをする活動）というコミュニケ

ーション手法について学びました。後半は「輪投げ」や

「皿回し」等、受講生皆がやさしい笑顔になり、大きな愛

と笑いで令和元年のスタートをきることができました。

（事務局：山田博隆）

令和元年度「志津やすらぎ学級」が開講しました
～「トンちゃん一座がやって来る」～
令和元年度「志津やすらぎ学級」が開講しました
～「トンちゃん一座がやって来る」～

▲トンちゃん一座を迎えて

▲乳製品を使った料理 ▲料理の試食

　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２日（金）19：30～
ところ：志津まちづくりセンター　大会議室
講　師：シンユウ[自由人大岩眞司さんと高野裕子さん
　　　　（志津小学校長）のコンビ]

テーマ：人権漫才　「差別」っていったいなんやねん？
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：倉橋正泰）

よろしく
お願いします

マレットゴルフ体験をしませんか！
（初心者大歓迎）

マレットゴルフ体験をしませんか！
（初心者大歓迎）

夏休み親子料理教室の開催夏休み親子料理教室の開催

～物品回収の案内～～物品回収の案内～

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!!
：奥村　　清

：政川　純子

：青木　　清

  井上　教真

  山田　博隆

セ ン タ ー 長
（事務局長兼務）

事 務 局 次 長

事 務 局 員


