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「令和4年度 市長とまちづくりトーク」 開催報告  

 1月27日（金）: 草津市長をお招きし、関係部署の部長、まち協の役員、町内会長が出席し、掲題の 

「市長とまちづくりトーク」 を開催しましたので、その概要をご報告します。 

1．はじめに： 地域住民にとって、最も身近な行政側の草津市長との会談は、私たちの安全で住みやす 

         いまちづくりに関する身近な問題点や、課題などについて、市政の方針の確認や改善の 

         要望などを話し合う貴重な場となると共に、今後の対応の共有化を図る狙いがあります。 

         なお、トークの概要は、以下の通りです。 

2．トーク概要のまとめ： （紙面の制約上、重要ポイントのみに絞り掲載しております。ご了承ください。） 

 1） 「地球温暖化防止への取り組み」 について （主に住民側の身近な取り組みに絞り込んでいます） 

  国の 「脱炭素社会実現」 の宣言に伴い、草津市では 「ゼロカーボンシティー」 

  の活動を推進し、住民側でも出来る活動を求められている。 

  その身近な具体的な事例は以下の通り。 

   ① 大路学区では、区民まつりで 「エコ輪投げ」 の催し開催。 

   ② 南笠東学区では、「家庭でできる節電ポイント」 をまとめて、住民に協力依頼。 

   ③ 行政側では、「ノーマイカーデー」 の推奨、公共交通機関の利用度向上（まめバス・まめタクの 

     運用）、各種広報等による周知への働きかけ（補助金制度、生活廃棄物の削減、節電等）。 

     ＊エコ活動への提案・相談等の窓口 ： 「環境経済部温暖化対策室 （TEL：561-6581）」 

   ④ 当学区では、「矢倉みらい通信」 への関連記事掲載により、住民の意識向上を働きかける。 

     今後も、エコアクションポイント等の周知や、新しいサポート、浸透策を考えていきたい。 

 2） 「南草津駅周辺のまちづくり」 について 

  ① 朝夕の交通停滞対策について 

    南草津駅以西の建設 (南草津プリムタウン：1,000軒規模) があり、 

    南草津駅周辺の交通停滞が今後更にひどくなりつつあるが、 

    これらの打開策については？ 

   ・大江霊仙寺線の整備、山手幹線国道１号バイパス工事等の推進。 

   ・社会実験による改善緩和策と、信号機の運用基準見直し等。 

  ② 公共施設等の計画について 

   ・ 「市民交流プラザ (フェリエ) 」 の活用拡大化（検討中）。 

   ・ 「みなくさ広場 (西友2階) 」、「アーバンデザインセンター (西友１階) 」 の活用拡大化（検討中）。 

   ・ 駅周辺は空間地が確保できないが、「南草津街づくり推進ビジョン」 の中で本対策を継続推進。 

 3） 「コロナワクチン接種会場」 の利便性向上策について 

  ＊集団接種会場が、現行 「Ａスクエア」 のみ（4回目接種で、60歳以上の方の予約負担軽減の為） 

        とあるが、利用者から 「利便性に欠ける」 との不満がある。 

      ・この対応策として、市内42か所の 「個別接種会場」 を指定している。 

        矢倉地区では、「近江草津徳洲会病院」、「南草津野村整形外科 (野路１丁目) 」 等があるが、 

        その他については、「矢倉まちづくりセンター」 にお尋ねください。 

※報告は以上ですが、市長を始め、私たちの代表である関係者からのＱ＆Ａも活発に行われ、有意義 

  な会議でありました。 今後とも 「住みやすく、安全で安心なまちづくり」 の充実化に向けた活動に関 

  して、皆さまのご協力・ご支援を、どうかよろしくお願いいたします。    （矢倉学区未来のまち協議会） 
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       矢倉学区人権フォーラム： 「実践発表と講演の集い」 開催 

生涯学習大学 第５講座 「わがまま（我まま）のススメ ・ 私の生き方は私が考えます！」 

 2月4日（土）： 特定非営利活動法人 「ゆうらいふ」 専務理事の山田登喜 

子先生をお迎えし、掲題のテーマで講座を開催しました。 

 山田先生ご自身が持つ 「医療・福祉・地域力」 を活用し、質の高いケア 

マネージメントを幅広く実践されているところから得た 「生き方」 を中心に 

お話をされました。 その概要は以下の通りです。 

① 「自分らしく生きることの選択は、納得できる生き方につながっている」 

② 「自分らしい生き方とは、我慢ではなく、人に自分のことを伝えられる 

  努力が大切で、地域の中で暮らし、人との出会いを大切にしながら、一日一日を生きること」 

 2月15日（水）： 掲題の集いを、行政協力者の生田理事よりご挨拶を得た後、 

次の通り開催しました。  その概要をご報告します。 

1．昨年の活動（成果・課題）の総括報告： 

 ＊全町内会で実施された 「町内学習懇談会」 の総括で、代表の馬池町自治会が実践発表をされた。 

   「人権といっても、人によって捉え方も異なるので、改めて難しい問題だと再認識した」 

   「皆が気持ちよく 『生まれてきてよかった！』 と思える世の中にするために、今後も 『思いやり』 と 

   『感謝』の気持ちを持っていきたい」 （福島茂会長） 

 ＊「人権を正しく知り、少数意見も尊重するなど、住民一人ひとりの 

   意識改革が今後の重要課題」 （人権センター：小林光弥氏） 

2．講演： 「教育現場での公平と平等」 （高穂中学：作田まさ代校長） 

 ＊「平等」 と 「公平」 は、一見同じように思えるが、実は異なること 

   について、実例をまじえ、わかりやすく解説された（右図を参照）。 

 ＊「教育現場では、“平等” も大切だが、“公平” はさらに大切であ 

   ると指導している」 とも話されました。 
 ・「平等」とは：差別や偏りがなく、一様に扱うこと、あるいはその状態のこと。 

 ・「公平」とは：能力や貧富の差などに応じて適切な扱いをすること、あるいは 

  その状態のこと。                 ※参考（ブログより一部参照） 

簡単レシピのお料理体験            子育てサロン 「よせて！いいよ！」  

 2月22日（水）： 「ひなまつり」 の催しで楽し 

んでもらいました。 

「ひな壇に見立てたフエルト」 に、紙製のひな 

人形達を、歌に合わせて飾り付けて、タペスト 

リーを作りました。 また、紙皿や千代紙を使 

って、可愛いひな人形も作って遊びました。 

 

 1月28日（土）： みらい通信（1月号） “ばあばの台所”  

で紹介した、見た目もかわいい 「いちご大福」 を作る 

 「お料理体験」 を開催したところ、子ども3人を含む、 

16人の参加者で、大賑わいでした（3個/人）。 

 出来たところで、1個は皆さんご一緒に、温かいお茶 

と共に美味しくいただきました（残り2個はお持ち帰り）。 

 参加者は 「レンジで簡単に出来て、びっくりです！」 

「和菓子屋さんに売っているのと同じ！」 などと感激さ 

れていました。 

 皆さんも一度作ってみてはいかがですか？ 

手作りの和菓子として、手土産にもピッタリですよ♪ 

 

（矢倉学区民生委員児童委員協議会、 
       矢倉学区社会福祉協議会） 

ゆらゆら ひな人形 ひな飾りのタペストリー 

楽しそう♪ 僕にもできた！ 

熱心に聴き入る受講生 

イメージ図  「平等と公平の違い」 

「平等」 

箱は一つで同じだが 

背が低い人は不満 

「公平」 

背丈に合わせて箱を 

選べばみんな満足♪ 

【次 回】4月26日（水） 10：30～12：00 
     「もうすぐこどもの日」 
【持ち物】飲み物、タオルなど 
【対 象】0歳～未就学のお子様とご家族 
【参 加】申込不要。 参加費無料。 

作田校長 
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   第3回 「なかよし広場＋にこにこレストラン」 開催 

 

 第6回 わんぱくプラザ矢倉っ子 「けん玉道場」 開催！ 

 2月25日（土）： 27人の親子が参加し、開催しました。 

1．「デコぽん」 さんによる、紙芝居と絵本の読み聞かせ。 

2．ペットボトルやトイレットペーパーの芯などを使った“空 

  気砲”作りと、型紙に絵を描き、“よく飛ぶ紙飛行機”を 

  作って、手作り工作の楽しさを満喫してもらいました。 

3．「ランチ」： 健康推進員さんが調理してくれた、「カレー 

  ライス」 をみんなで美味しくいただきました。 

（わんぱくプラザ矢倉っ子 実行委員会） 

 

絵・文 高穂中学 

1年3組 山崎裕美さん 

 2月4日（土）： 日本けん玉協会滋賀支部長の福井光代 

先生をお迎えし、「けん玉道場」 を開催しました。 

44人の親子が参加し、基本的な技やコツを教えてもらいま 

した。 また、「けん玉クラブ」 の子どもたちに、妙技を披露 

してもらった後、参加者も夢中になってチャレンジしていま 

した。 今後、「けん玉検定会」 も開催されるそうです。 

いらっしゃいませ♪ 「やぐら朝市」 開催しています！ 

  毎月第3土曜日、矢倉まちづくりセンター館内で、「朝市」 を開催しています。 

地元の生産者が、育て・収穫した新鮮野菜を中心に、 

プチパンや近江八幡産の佃煮・新鮮卵などを販売中！ 

 ＊開催予定日：4月15日、5月20日、6月17日 

 ＊時間：9時～11時 売り切れごめんです <(_ _)> （朝市メンバー） 

令和4年度 「ひとまちキラリ イキイキ活動賞」 受賞 

  3月4日（土）： キラリエ草津にて、草津市コミュニティ事業団による、標記の 

授賞式が行われ、「いいね！地元の力」 部門で、矢倉学区の 「O.G.C（大塚 

団地グラウンドゴルフクラブ）」 が表彰されました。 

この部門賞は、地元の仲間が地元のためにコツコツと 

続けてこられた、まちづくり活動を対象に、“ありがとう” 

の気持ちを伝える賞で、多数の応募の中から、3団体 

/2部門が選ばれました。 

＜受賞理由＞ 

＊「草津川河川敷を手入れし、地域の憩いの場として 

  活用する」 だけではなく、「スポーツ交流や防災訓   

  練」 など、常に地域住民とのつながりを大切にした 

  「協働のまちづくり」 の取り組みである。  

  これからも継続して行って欲しい。 

 

手作りの空気砲♪ お話に夢中 

BohNo (ﾎﾞｰﾉ) 滋賀の食材 「親子で作ろう！ 初めての手作り給食」 

  1月29日（日）： 立命館大学ボランティアグループBohNoさんにより掲題の事業 

が開催されました。 まず、滋賀の食材をクイズ形式で紹介。 近江八幡の 「赤こ 

んにゃく」 の起源が、“派手好きな信長の命を受け家来が作った”という一説には 

皆驚いている様子で、児童からの発言や意見も多く聞かれ盛り上がりました。   

 続いて、親子で調理と試食。 保護者の方も、親子での作業を楽しんでおられ 

たのが印象的で、“川魚は苦手”と言っていた児童も完食し、大満足の様子でした。 

（にこにこレストラン運営委員会） 

エコバックと小銭を 
お持ちの上、ぜひ 

お越しください 

整備された遊びの広場 

どんな味かな？  

受賞：O.G.C 服部代表 
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日 月 火 水 木 金 土 

 26  27  28  29  30  31  1 

              

 2  3  4  5  6  7  8 

              

 9  10  11  12  13  14  15 

              

 16  17  18  19  20  21  22 

              

 23  24  25  26  27  28  29 

          昭和の日 

     30              

【 超簡単！ステーキ 】  安いお肉をまとめるだけで、おいしいステーキに大変身♡ 

◎材料（2人分） 

  切り落とし肉 ・・300g 

  砂糖 ・・・・・・大さじ1 

  醤油 ・・・・・・大さじ1 

  レモン ・・・・・適量 

  片栗粉 ・・・・・大さじ1 

  今回は、『超簡単ステーキ』 と、どこのお家の冷蔵庫にも 

  きっと隠れているでしょう、『焼肉のたれ』 の活用術です。 

   4/22の体験レッスンでも作ります！ 募集は、4/1～です。 

    詳細はポスターと回覧をご覧の上、ご応募くださいね♪ 

矢倉こども園 
入園式 

◎作り方 

  ① 肉に片栗粉を混ぜ、ステーキの形にする。 

  ② フライパンにサラダ油を熱し、①を焼く。 

  ③ 砂糖・醤油を入れ、サッと絡める。 

  ④ レモンをギュッと絞って出来上がり！ 

    （ポッカレモン等でもOK） 

   2023年 ４月          

  ※ 都合により、開催が中止・変更になる場合があります。 

   13:00～ 卓球 

     11:00～ 
喫茶「憩」大塚団地 

憩 
  19:30～ 
町会長委員会 

憩 
      10:00～ 
喫茶「憩」 東室木 

9:00～ 
やぐら朝市 

     11:00～ 
喫茶「憩」大塚団地 

憩 
     
県議会議員選挙 

     11:00～ 
喫茶「憩」大塚団地 

憩 
   10:30～ 
  子育てサロン 

      10:30～ 
簡単レシピの 
   お料理体験 

      10:00～ 
喫茶「憩」 東室木 

     11:00～ 
喫茶「憩」大塚団地 

憩 憩 

「ばあば」 です❕  

◎材料（2人分） 
  レタス ・・・・1/4個 

  ミニトマト ・・適量 

  焼肉のたれ ・・大さじ1 

  マヨネーズ ・・大さじ1 

◎作り方 

  ① レタスは、手でちぎる。 

  ② トマトは、4つに切る。 

  ③ 焼肉のたれとマヨネーズ 

  を合わせて、サラダにかける。 

【 照り焼きサラダ 】  

～節約レシピ「あまった焼肉のたれ」活用術～ 

◎材料（2人分） 
  長いも ・・・・150g 

  焼肉のたれ ・・大さじ2 

  ごま油 ・・・・大さじ1 

  醤油 ・・・・・小さじ2 

  大葉 ・・・・・数枚 

  卵黄 ・・・・・1個分 

◎作り方 

  ① 長いもは、5ミリ角の拍子切り。 

  ② 焼肉のたれ、ごま油、醤油を合わせる。 

  ③ ②に①を入れ、混ぜ合わせる。 

  ④ 大葉、卵黄をのせて出来上がり！ 

【 長いもユッケ 】     

矢倉小学校・ 
高穂中学校 
入学式 

チャチャっと         
混ぜるだけ♪ 

どんなサラダにも合う 
あのハンバーガーの味！ 


