
　　　　第２８回　志津ふれあい広場

　

開会ファンファーレ（高穂中吹奏楽）

◆開会行事（１０：００）

「志津まちづくり協議会の歌」合唱
”わがふるさと志津～志津の誉れ～”
（ステージの子どもたちと共に、会場が一つ
になってまち協の歌の大合唱からスタート）

①　主催者挨拶
　　山元忠三
　　志津まちづくり協議会会長

　②　来賓挨拶
　　　善利健次　草津市副市長
　　　 来賓紹介
　（岡野草津市まちづくり協働部部長）

音響：ダイズ

☆司会者は今年も、志津在住で、
「夢に向かって今を生きる」ドリーム
ディレクター　宇野ひと美さんで、
軽妙なトークで盛り上げていただき
ました。

　ステージ発表 　　ステージは野外特設ステージ

①　高穂中学校吹奏楽部
　　　「吹奏楽演奏」

　高穂中学校吹奏楽部４０名の生
徒による演奏です。演奏曲は『美女
と野獣』と『２０１７年上半期ヒットメ
ドレー』です。

　１年生４９名、２年生１３名、計６２名
で常に思いやりの気持ちで、心に残る
演奏を届けるために、毎日練習に励ん
でいます。今日は皆さんの心に響くよ
うな演奏にします。楽しんでください。

　　　　　　●開催日平成２９年１１月１２日（日）１０：００～１４：３０
　　　　　　　　　●会　場　　志津小学校体育館前広場・体育館
　　　　　　　　　　　　　●主　催　　志津まちづくり協議会
　

　　　「第２８回志津ふれあい広場」の様子を写真で紹介します。

　☆　好きです ふるさと志津　☆
　～みんなで大きな『わ』をつくろう～



②　志津幼稚園の
　　　「歌とダンス」

　志津幼稚園の園児４６名、４歳児ゆめ
組、ほし組の子どもたちの発表です。み
んなで歌うことや踊ることが大好きで、
いつも元気いっぱい歌っています。

　今日は、子どもたちのお気に入りの
歌とダンスを発表します。「大きな栗の
木の下で」「証城寺の狸ばやし」「エビ
カニクス」の３曲です。みなさんも一緒
に歌ってみてくださいね。

③　志津保育園
　「童謡メドレー」
　　（鍵盤ハーモニカ演奏）

　４月から鍵盤に親しむために子どもた
ちに身近な曲を練習してきました。今日
は７曲の童謡をメドレーにして演奏しま
す。

　少し緊張気味の子どもたちですが、
楽しんで演奏してくれると思います。皆
さんの知っている曲ばかりですので、
最後までお楽しみください。

④　さくら坂保育園
　　　「竹太鼓」
　天までとどけ わらしうた

　音楽に合わせて、竹太鼓とマラカ
スを使ったダンスを披露します。

　友だちと息を合わせた演奏とダン
スをお楽しみください。

⑤　志津小学校児童有志
　　『協友隊』集団演技
　　　　「ソーラン節」

　４年生児童有志『協友隊』による
「ソーラン節」の発表です。

　キレのある大きな動きをご覧くだ
さい。



⑤　志津小学校児童有志
　　『けん玉隊』による
　　　けん玉の技の披露

　志津小学校全体で取り組んでいる
けん玉で、今年も代表の児童が得
意技を披露します。練習してきた成
果をどうぞ見てください。

「志津小といえばけん玉！」「けん
玉といえば志津小！」子どもたちの
自慢の一つです。

≪昼の合間の時間を利用して≫

　　　　　特別コーナー

⑥志津っこ一芸発表会（１）
　　　「マリオの転んだ芸」

　志津っこ一芸発表会（２）
　　　　　「なわとびの発表」

　志津っこ一芸発表会（３）
　　「ピアノの発表」

志津っこ一芸発表会（４）
　「ダンスの発表」

　志津っこ一芸発表会（５）
　　けん玉の発表
　『全日本少年少女けん玉道選手権大
会』に北関西ブロック代表で出場した狩
川君がけん玉のすご技を披露してくれ
ました。

●ここで、橋川　渉草津市長がお
見えになったので、ご挨拶と激励を
いただきました。

⑦スリップボーイズ
　　バンド演奏

　バンドがやりたくて無理やり集まった、
年齢もバラバラの４人です。練習不足で
すが、楽しくやります。よろしくお願いし
ます。

　メンバーは、６年生の西堀君とお父さ
んがギター、高校生がドラム、ボーカ
ルは元志津小の森先生です。即興の
演奏もできます。



⑧草津プレイボーズ
　　バンド演奏

　草津プレイボーズは、正定寺の前住
職がリーダーの親父バンドです。

　主に草津市内でライブやパーティー
など、昭和歌謡やオールディーズを中
心に演奏しています。

⑩　JA草津市女性部カルチャー

　　銭太鼓志津教室の発表
　今日は、「金毘羅一段」「まつり」の銭
太鼓の演奏です。月１回JA志津支店で
練習しています。

　４月から新しい仲間もできて、みんな
で毎回楽しく練習をしています。日頃
の練習の成果をご覧ください。

⑪　J☆M☆H
　　「ダンス」発表

　皆さんこんにちは。J☆M☆Hです。私
たちは高校生３人組のダンスグループ
です。去年に引き続き、今年は盛り上が
る曲と、少し大人っぽい曲に挑戦しまし
た。セーラー服は決してコスプレじゃな
いですよ。皆さん楽しんでいってくださ
い！

　私たちの踊る曲はとても盛り上が
る曲なので、私たちが手をたたい
たら、手拍子をお願いします。私た
ちのダンスを楽しんでください。

⑫　志津ふれあいバンド
　（志津小学校の先生方）
　　　歌と演奏

　志津小学校教職員で編成する「志津
ふれあいバンド」が今年も出演させてい
ただきます。皆さんがよく知っておられ
る楽器も演奏します。仕事の後みんな
で練習を重ねてきた成果をご覧くださ
い。手拍子を入れながら、演奏をお楽し
みください。会場の皆さんも一緒に歌い
ましょいう！ ステージ前は子どもたちでいっぱい



⑬「わたしの好きな志津み
～つけた！」写真コンクールの
審査発表・表彰式
（審査員立岡功成氏の講評）

　志津の魅力再発見プロジェクトとし
て、「わたしの好きな志津み～つけ
た！」をテーマにした写真を募集したと
ころ、２０名の方から３３点の写真を応
募いただきました。立岡功成さんに審査
をしていただき、選んでいただきました。

　最優秀賞１人 優秀賞２人 入賞３人
に受賞写真を持ってステージに上がっ
ていただき、審査の立岡さんに講評を
していただきました。最優秀賞の加藤
さんには、立岡写真館提供のデジカメ
が贈呈されました。

　　閉会のあいさつ
　　　青木　光
　　　志津まちづくり協議会副会長

　　お楽しみ大抽選会
雨天中止となったふれあい区民運動会
の賞品も「お楽しみ袋」（青い袋）とし
て、４０袋に詰め込み、景品としました。

景品は学区内各事業所、商店など
から提供された品々を組み合わせ
たものや協賛金で用意したものな
ど５５点とステージの鉢植えポイン
セチア。

山元会長、奥村副会長、山本会計
が順次くじを引き、司会の宇野さん
が「町名（団体・サークル名）」と「名
前」をコールします。当たりますよう
に・・・

お待ちかね、大抽選会始まるよ！
抽選券のついた「志津ふれあい広
場」チラシは、全戸配布など、約４０
００枚を配布しました。当日の応募
総数は約５００枚でした。

お楽しみ袋や食事券、お米、バラの花
束、石の置物、お菓子の詰め合わせ、
ジュース、缶コーヒーなどからステージ
を飾ったポインセチアの花鉢まで、１０
５人の人に当たりました。抽選に当
たった人はおめでとうございます。当た
らなかった人は、また来年をお楽しみ
に！！

　



　①　志津小学校PTA
　　「バザー会場」　１２：００開始

　バザーの入場待ちの列は、体育
館の外に長い列ができました。人気
のコーナーです。

　お値打ちの商品がいっぱい。お
目当てのものは見つかったかな。

　②志津地区体育振興会
　　「ニュースポーツ体験」

午前中は「ニュースポーツ体験」
コーナーで、多くの人が参加し、歓
声があがりとても楽しそうです。

種目は次の３つです。
　〇フライングディスク
　〇ネットでポンパイ
　〇ふうせんゲーム

　

③志津けん玉広場
　　１２：３０～１３：１０

毎月１回、志津まちづくりセンターで、
「志津けん玉広場」を開催しています。
その参加者を中心に子どもが大人や小
さい子におしえてくれました。

子どもたちと共に、志津小の先生方に
もご協力をいただきました。けん玉は
各町内のサロンや文化祭でも取り組
みが始まっています。

１１月１日に、「志津の魅力再発見」に
重点を置いて立岡功成氏（立岡写真
館）に審査をしていただきました。

④「わたしの好きな
　　　志津 み～つけた！」
　　　写真展示コーナー

今回は、２０人の方から３３点の作品
が寄せられました。入賞作品をはじ
め、応募全作品をパネル展示しまし
た。（今後、まちづくりセンターやJAの
ロビーでも巡回展示します）

バザー・スポーツ・展示コーナー（体育館）



⑤「健康のまち志津」推進事業
の活動報告＆啓発コーナー

〇「子どもと大人のハイキング」
〇「志津けん玉広場」
〇「健康講座」

〇「志津の歴史入門講座」
〇「子どもの居場所事業」
〇「志津わんぱく協働合校防災合
宿（馬場町会館等）」

⑥青少年育成志津区民会議
啓発コーナー

あいさつ運動推進中
応募のあった「あいさつ運動啓発作品」

を全作品掲示しました

⑦志津わんぱく協働合校
ＳＭＴ（しづまちたんけん）
防災合宿まとめの新聞

⑧交通安全啓発ポスター
志津地区交通安全会

交通安全啓発ポスター
（運動会で掲示できなかったので
今回は全作品を掲示しました）

⑨志津少年補導委員会
薬物乱用防止啓発コーナー

①　志津わんぱく協働合校
　「ツイストパン作り」体験コーナー
　　　　３００食（無料）
　　対象は小学生以下の子どもです。

　①１０：３０～１５０食　②１２：３０～１５０食
　オレンジ色のジャンバー着用のわんぱく協
働合校の「こどもスタッフ」１０人、「中学生ス
タッフ」３人がツイストパンの作り方をみんな
に教えました。全部で３５０食出たそうです。

　かまどで竹に巻いたツイストパンを焼くの
は、わんぱく協働合校企画委員会の「大人
スタッフ」や「ボランティア」で協力してくれた
人たちです。焼きたてアツアツのパンはい
かがでしたか。

　　ふれあい広場　会場めぐり
（模擬店・体験・遊びコーナー）



②　にぎやか塾
　　　「きつねうどん」２５０円

③　むつみ園
　　「ホットドッグ」１５０円
　　「手作り品」

　⑦　身体障害者更生会
　　志津分会　「和菓子」２５０円

⑤　いざよいの会
　「コーヒー」（クッキー付き）１５０円

⑥　若竹会
　　　「フライドポテト」１００円
　　　「ラスク、クッキー」３００円

⑦草津ホンモロコ生産組合
　　「ホンモロコの試食」（無料）

⑧志津学区子ども会指導者
　　連絡協議会
　　　「ワッフル」　　　１００円
　　　「みたらし団子」　５０円
　　　「たこせん」　　　 ５０円

⑨　志津男の料理教室
　　　「わたがし」　　　１００円
　　　「焼きそば」　　　２００円
　　　「フランクフルト」１００円

⑩志津地区更生保護女性会
　　　「おはぎ」２３０円
　　　「花の苗」５０円
　　　「茶葉」　　当日発表

善利副市長さん、岡野部長さんは開会
式の後、模擬店会場や展示会場などを
回っていただきました。

⑪　草津市赤十字奉仕団
　　志津分団
　　　「かやくご飯」　２５０円

　⑫　ママズメイドクラブ
　　　手作り「布小物・アクセサリー」
　　　　　　５０円～



⑬　ほほえみ会
　　「手作り品」　　５０円～

⑭健康推進員連絡協議会
活動報告　「クッキー配布」「黒豆茶の試飲」

⑮志津学区の医療福祉を考
える会議「高齢者の相談窓口」

⑯草津・栗東交通安全協会
　志津支部 「ふうせん配布」

⑰　志津まちづくり協議会
　　　「本部」「救護」

⑱交通安全協会志津支部
「啓発・PR」立看板

　

⑲　草津市消防団第二分団
　　「消防車の展示」「写真撮影」

消防車や消防士さんは
小さい子どもたちのあこがれです。

多くの家族連れでにぎわう
会場風景

⑳　志津小学校PTA
　　「的当てゲーム」　１００円

人気のコーナーです 　㉑　志津小学校PTA
　  「くじびき」１００円

PTA関係のテント前はいつも大にぎ
わいです。

㉒　志津小学校PTA
　　「おにぎり・パン」１００円
　　「ジュース」　　　 １００円

会場風景
会場のにぎわい



食事スペース　「机・いす」は　馬場
町内会からお借りして準備しました。

食事スペースは満席です 　食事スペースは満席です

抽選会景品協賛団体・協賛店
〇アキヨシデンタルクリニック
〇江州寿司
〇（株）藤田
〇（株）南洋軒
〇（有）クサツパイオニアファーム
〇中松鍼灸整骨院
〇（有）山邑石材店
〇たうち衣料品店
〇なかじま医院
〇（株）ヤマキ
〇福永産業（株）
〇マルキ印刷（株）草津営業所
〇（株）湯浅製作所
〇（有）立岡写真館
〇セブンイレブン草津追分町店

〇志津歯科
〇奥田米穀店
〇（株）調和機械製作所
〇近畿環境保全（株）
〇クサネン（株）
〇（株）酒のかなざわ
〇セブンイレブン草津青地町店
〇お食事処　たにむら
〇パイン（株）滋賀工場
〇ファミリーマート草津岡本町店
〇フレンドマート志津東草津店
〇矢野テント（株）滋賀営業所
〇中野珠算塾
〇トヨタカローラ滋賀（株）草津店
〇永楽屋（株）草津店
〇草津青地郵便局
〇（株）協同

〇草津市農業協同組合志津支店
〇しづ井上内科
〇（有）追分口プラス薬局
〇特別養護老人ホーム風和里
〇（株）ヒキタ事務機
〇といやまこどもクリニック
〇ＤＲＵＧユタカ志津東草津店
〇特別養護老人ホーム菖蒲の郷
〇ファミリーマート草津青地店
○若竹会
○志津小学校PTA

●第６５回志津ふれあい区民運動会
（雨天中止）寄贈企業・店舗一覧
〇たうち衣料品店
〇加藤建設工業（株）
〇川重冷熱工業（株）

　警備・駐車・駐輪場
　　　担当団体名

　○　町内会長委員会
　○　志津地区交通安全会
　○　志津地区民生・児童委員協議会
　○　草津栗東交通安全協会志津支部
　○　志津学区少年補導委員会
　○　青少年育成志津地区民会議
　〇　ボーイスカウト
　○　青地第一カンガルークラブ
　○　志津小学校PTAエコ隊
　　　　　　　　　　　　計６１名の皆さん

今年も２，５００人を超える多く
の人出でにぎわいましたが、お
陰さまで事故もなく、無事終え
ることができました。
ありがとうございました。

　多くの協賛をいただき、ありがとうございました（順不同）

　★好きです ふるさと志津　～みんなで大きな『わ』をつくろう～★のテーマで取り組んだ今回の『志津ふれあい広
場』は、天気に恵まれ、多くの方々のご協力とご参加を得て、事故なく、成功裏に終えることができましたこと、厚く
お礼申し上げます。志津学区内の様々な組織・団体・サークル等が、その組織力や持ち味・よさを大いに発揮して
いただき、みんなが一つになって「志津ふれあい広場」をつくりあげていただきました。当日は小さい子どもから高
齢者まで、約２５００人を超える皆様の参加を得て、「志津の子どもたちの生き生きとした姿」や「志津の魅力」、
「志津の地域力」の大きさなどをみんなで再認識することができる場となりました。志津の特色として、会場には子
どもたちの元気な姿が多く、会場いっぱいに笑顔と笑い声があふれ、家族同士、友だち同士、また学区内各種団
体同士のふれあいが大いに深まる場となりました。
　みんなが一体となって取り組んだ志津のこの力で、これからもふるさと志津のよき風土づくりやまちづくり、志津
のさらなる活性化に皆様のご協力をよろしくお願いします。　　　　　【第28回志津ふれあい広場企画委員会】


