平成 30 年度 第 7 回 菩提寺まちづくり協議会合同役員会議事録
日時：平成 30 年 10 月 10 日(水)

19:30～20:17

場所：菩提寺まちづくりセンター第 2 会議室
出席者
まち協 木ノ下 粟津 中村 川上 浅井長 田中秀 浅井基 東良 鵜飼 宮田 平地
区長

永田(イワタニ) 樋口(三上台) 廣嶋(菩提寺) 松本(近江台) 山口(サイド)

自治会 坂田(菩提寺代理区長) 田中雄(北山台自治会副会長) 久郷(三上台自治会長)
上原(みどりの村自治会長) 田中論(イワタニ自治会長) 松山(近江台自治会副会長)
溝口(サイドタウン自治会長)
会長報告

木ノ下会長

１．先月も報告いたしましたが、まち協概ね 10 周年記念事業として「湖南市地域まちづくりフォーラ
ム」が開催されます。(12 月 1 日 10 時～15 時 市民学習交流センター)
「地域運営組織の在り方」をテーマに区長会とまちづくり協議会のパネルディスカッション等が予定さ
れています。まちづくり協議会から 5 名、区自治会から 3 名の動員依頼が来ておりますので連絡いたし
ます。
また、
「こなん政策アカデミー」最終発表(11 月 4 日(日) 13 時～17 時 甲西文化ホール)が開催され
ます。市民・学生・企業等が参加して政策提案を行われています。発表にまちづくり協議会に 3 名の参
加要請がありますのでよろしくお願いします。
２．菩提寺まちづくりフェスタ(10 月 28 日 9 時～)開催に向け準備が着々と進められています。今年
は天候に恵まれて開催したいと願っています。区自治会の皆様のご協力を重ねてお願いいたします。
３．人権まちづくり会議地域活動団体助成金の交付決定がなされましたので、助成金請求を行い 5 万円
を受け取り会計に入れましたので報告いたします。
残るは地域活性化推進モデル事業交付金のみになりました。菩提寺地域防災事業は申請取消といたし
ましたが、残り事業は順調に進捗しています。運営委員の方々よろしくお願いいたします。
協議事項及び承認事項
○福祉・安全委員会報告

浅井長委員長

１． 委員会開催
・１０月１５日(月) 開催予定 (すくすく食堂スタッフ会議と合せて開催 19:30～)
２．委員会活動報告
１） ９月の菩提寺「すくすく食堂」開催結果

９月１５日（土）開催

・参加者 こども４１名 保護者 18 名 合計 59 名

（スタッフ：14 名）

・食事提供⇒ミートソーススパゲティ
・“遊びと学ぶ”は、13 時 30 分から開催の「家庭教育講座（生涯学習課主催）」に参加
・家庭教育講座に参加しない子ども達のために映画鑑賞が出来るように準備した。
２） １０月の菩提寺「すくすく食堂」（１０月２０日開催）
・“遊びと学ぶ”は、ボランティアグループ「スーパー竹とんぼ」に『パチンコヘリコプター』の製作指導を
依頼。
・食事の提供は「ハンバーグ定食」（提供をいただいたハンバーグを利用）

・事前の打ち合わせ⇒１０月１５日(月)
・終了後、スタッフ交流会を実施予定（委員会活動費を使用）
３） 1１月の菩提寺「すくすく食堂」は 11 月 17 日開催
４） 大規模災害時への備え
①まち協（まちセン）と各区・自治会との連絡手段の確保
(９/30 の防災訓練で確認予定であったが台風の影響で訓練自体が中止）
②各区・自治会のトランシーバ保有状況
【共通の周波数で交信可能】 まち協、近江台、みどりの村
【区または自治会内で交信可能】イワタニランド、三上台
【無線機をまち協に持ち込むことでまち協と交信可能】北山台、（イワタニランド）
③大規模災害が発生し、電話等が使えないときの情報交換手段について、検討が必要
・市はまちセン（地区連絡所）とどのような手段で情報交信を行うのか。
・例えばトランシーバーを使うなら、その使用周波数帯を教えてもらえるのか。
・まち協は情報収集の基地局となるのか。
その場合、各区・自治会のトランシーバーの仕様を統一できるか。
（簡易登録局用無線機 出力５W ２基で６万円程度）
５） 認知症発見保護訓練に向けて
①10 月 14 日（日）18:30～ ２回の勉強会開催
・参加要請⇒11 月 25 日の訓練参加者（今年は､近江台も参加）、 民生委員・児童委員
・勉強会の内容
「東近江市の訓練記録映像をみて、何をするのかの概要を知っていただく」
「認知症サポーター養成講座で認知症の方々の接し方を知る」
「捜索隊体制のそれぞれの役割を知る」
・各区の責任者（代表者）と徘徊役との打合せ
11 月 1１日(日)18 時 30 分～開催⇒徘徊役の役割確認と捜索エリアの確定
・みまもりタグの利用
課題：アプリのダウンロードが必要
３．菩提寺まちづくりフェスタ関連
１）サークル等発表部会
①プログラム決定
・10 月 5 日に第２回部会を開催
・欠席サークルをフォローし、２１サークルが出演
・プログラム印刷 1500 枚印刷したい。
（子ども園 2 園に合計 340 枚必要、各サークル用、センター置き用、当日用）
・リハーサル日程確定
・各サークルに運営の協力を依頼
②開会式、閉会式の次第
４．その他報告事項
① 11 月 11 日（日） 13 時 30 分～16 時 「子どもの貧困について考えるフォーラム」
（湖南市社会福祉協議会と湖南市の共催、開催場所はサンライフ甲西）

・菩提寺の「すくすく食堂」についての実践報告の依頼あり⇒委員会で対応したい
監事意見 トランシーバーの現状の把握を行い、互いの地域が必要個所と連絡できるための必要台数
を検討し必要台数をそろえてほしい。
委員長

前向きに考えていきたい。

○文化芸術委員会報告

田中委員長

平成３０年度第６回（９月度）文化芸術委員会
日時： 平成３０年９月１５日（土） 歴史の小径整備 ９：００～１１：００
文化芸術委員会 １１：２０～１２：３０
参加者

脇坂良弘

黒川孝志

田中秀明

副島京子

１．◎整備作業
歴史の小径整備作業

９：００～１１：００

今回は雨のため中止となりました。次回１０月２９日に行うので協力お願いします。
２．◎定例会１１：００～１２：３０ まちづくりセンター事務室
１）合同役員会の報告
前回の文化芸術委員会の内容を報告した。
２）歴史文化資料室関係
① まちづくりフェスタに合わせた企画展示について
テーマ「菩提寺周辺の古墳」
正福寺から野洲市南桜までの古墳の紹介
独自で写真を撮ってきて、展示パネルを協議会で作成する。
・岩瀬谷古墳群・正福寺古墳群・寒谷古墳群・丸保古墳群・寺屋敷古墳群・竜王山古墳群
・南桜塚岩古墳群
・新しく見つかった菩提寺山の矢穴石の紹介もする。
② 歴史講座の講師

１１月１０日（土）１３：３０～１５：３０

岩瀬谷古墳群の調査をされた辻川氏（県文化財保護協会）に依頼する。
→各自治会回覧依頼
３）新型交付金事業（湖南市地域活性化先進モデル事業交付金事業）
① 昨年度作成した「諸先輩に聞く、昭和前半の菩提寺」の続編を作成中。
進捗状況

聞取り

９名完了

文章化

８名完了

パソコン入力

８名

残り １名 →9 名で作成
話して頂いた方へ原稿内容確認中 ８名

予定より若干遅れている。
４）土曜日事業
① ９月２２日（土）魚つかみ
② １２月８日（土）年賀はがき作り
５）その他
資料室の展示パネル作成は臨時に集まって作業をする日を決める。９月１７日（月）
６）今後の予定
① ９月１７日（月）１３：３０～企画展示展示資料パネル作成

② １０月２日（火）１４：００～歴史文化資料室運営協議会
③ １０月２１日（日）９：００～歴史の小径整備作業・文化芸術委員会
○地域活性化委員会報告

浅井基委員長

平成 30 年度 第 6 回（9 月度） 地域活性化運営委員会
日 時：平成 30 年 9 月 19 日（水) 19：00 ～ 21：00
場 所：菩提寺まちづくりセンター事務室
出席者：浅井基義、井上光生、中林政綱、青山憲一、保田芳利
１）読売新聞の取材について
滋賀支局・陸口記者のバンブーハウス（竹林整備）の質問に応じた。
この記事は１１月９日（金）の滋賀特集号に掲載予定です。
2)滋賀県立大学の活動予定
・竹林の施設の補修を継続的に行う。
10 月 20 日・21 日

11 月 23 日・24 日・25 日

12 月 15 日・16 日

11 月 25 日及び 12 月 16 日に竹林見学会を実施する。
・甲西北中の環境学習指導
11 月 26 日の週に 1 年生全員対象にプレゼン。
11 月 29 日と 12 月 3 日の 6 時限（14 時～15 時）に実習
3）合同役員会の報告
竹の粉砕機は、様々な意見があったが、まち協で購入する。→10 月 15 日に納入
4）まちづくりフェスタ
・次回模擬店部会は１０月９日（火）１９時３０分より開催する。
テントの混在を防ぐためにタグ貼り付けを検討する。
・当委員会はシイタケ、ヒラタケの販売を予定。
5）今後の予定
・ヒラタケの原木は９月１７日に竹林からまちづくりセンターに移動。(済)
９月２１日～２３日の１０時～１２時にまちづくりセンターで販売する。(済)
販売価格は大５００円、中４００円、小２００円とする。→売上 26.200 円
・シイタケは１０月２４日までに採取したものは干しシイタケとする。
２５日以降は生シイタケで販売する。
・・・フェスタで販売予定
6）その他
特になし
○子ども育成委員会報告

東良委員長

平成 30 年度 第 6 回（10 月度）子ども育成委員会
日時：平成 30 年 10 月 1 日（月）20:00～21：45
場所：まちセン会議室
出席者： 東良喜代一、粟津副会長、鵜飼八千子、平塚和行、正岡由美子、大黒直子
１、2018 まちフェス、ハリキリンピック、担当 （正岡）
日時

10 月 28 日（日）

催し物

わなげ、ビンゴボール、りんごの木

対象者

未就学児～小学生低学年

参加予定人数

250～260 名（昨年約 240 名）

サポーター

13 名（運営委員を含み、北中サポーターを除く）

2、愛のひと声あいさつ運動、担当（東良）
9/3～12/17 まで、両小学校において計 9 回現在実施中 →総括は、1 月合同役員会に行う
3、すくすく広場、担当（平塚）
（社会福祉協議会の絆づくり事業として、民生児童委員さんと協働）
予定日

H31 年 1 月 27 日（日）菩提寺まちづくりセンターにて

催し予定

大道芸・バルーンアート、ミュージック・ケア、楽しいクッキーづくり,みんなで
豆まき鬼たいじ

対象者

未就学児

参加予定人数

130 名（昨年約 130 名）

サポーター

未定

4、湖南市青少年育成市民会議協働事業
12 月 2 日（日）第 15 回湖南市青少年育成大会、青春（あおはる）祭
出席予定 東良他
※実行委員会として全てを中学生が行う。 子どもの発表等予定。
5、まちフェス予定
10/5 （金） 19：00 サークル発表部会
10/9 （火） 19：30 模擬店部会
〇菩提寺まちづくりフェスタプロジェクト報告
◆地域活性化委員会・模擬店部会
・トラック準備 →テント運びを希望区は行う。タグをつけて混在を防ぐ。
・駐車券不足 →調整配布
・10/27

済

ガス持ち込み(まちづくりセンターへ)

◆文化芸術・展示部会
・作品申し込みは、12 日締め切り →数により展示の仕方を考える。(12 日以降の会議にて)
※片付け時の駐車券は「なし」
。
◆福祉安全委員会・発表部会
・まち協だよりにプログラム印刷。
・21 サークル(前年度より 4 サークル増)
・こども園、ひかり幼稚園

→園児数多いい対応への配慮。

・10/23～リハーサル。展示物等に触れないように考えていく。
・開閉会式流れの確認。
◆全体
・雨天実施(警報は、中止)・・・早めに伝える。HP に伝える方法記載有り。
・前日作業
明確でない。 →きちんと決めて後日報告する。

※午後に及んだ場合は弁当有。
※警報以外雨天決行
○土曜日事業支援プロジェクト報告

永田リーダー

9 月 22 日 魚つかみ
→次年度は、夏休みに川で実施するのもよい。ただし、暑さのことや場所など危険性を伴う内容に
ついては、十分考慮して大丈夫な状況下で行いたい。
〇親善グラウンド・ゴルフプロジェクト報告
9/19

第一回実行委員会実施

10/13

組み合わせ作成

10/17 第二回実行委員会
11/10 大会(11/17 予備日)
○会計
別紙にて
・中村会計より状況報告。
・鵜飼監事、宮田監事より監査報告
〇監事

鵜飼監事

これからが行事実施になり、ますます大変な時期であるが最初の計画を進めてほしい。
〇自治会より
北山台より
・10/20 草刈りについて
「雨天中止」→参加者か区長に連絡
現場に「中止」の張り紙をする。
・・・確認
(予備日なし)
○事務局
・各区長・・・まち協だより全戸配布を依頼
・消防団・・・ホースを干す滑車ポールの故障
補修費用 →市へ要望したが、各区での対応との回答であった。検討するが、各区・自治会に
負担をかけることがある。その節にはよろしくお願いしたい。
○その他
・10/14 認知症勉強会参加者について本日 10/10 あれば報告を。
次回合同役員会 平成 30 年 11 月 14 日(水) 19:30～
以上

承認署名

