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さらにステップ

菩提寺まちづくり協議会！！

１２ 号
Ｔｅｌ 0748-60-1381
事務局長 田畑 一佳

会長 三上 伸征
４つのプロジェクトの中に

梅雨空のうっとうしい季節となりました。
平素は、まちづくり協議会にご理解とご協

は、湖南市「きらめき湖南枠」

力をいただき、誠にありがとうございます。

地域活性化推進事業も入って

３月 11 日に発生しました東日本大震災

おり、｢良弁さんと活く歴史の

は、わが国に未曾有の被害をもたらしまし

郷」と銘打ち、事業を進めて

た。この震災による被災者や関係者の方々

まいります。その集大成とし

にお見舞申し上げますと共に、一日も早い

て、予定ではありますが平成

復興をお祈りいたします。

２４年３月頃に｢大きらめき
祭」と題し、いろいろな催し

去る、平成２３年４月２３日に谷畑湖南
市長を始め多くのご来賓の方々のご臨席のもと

を計画しております。本年度も、大変忙しい

平成２３年度の総会が、熱心な討議を経て無事

一年となりますが、運営委員が一丸となって頑

終えることが出来ました。ひとえに区民の皆様

張って活動して行きたいと思っています。
去る４月１２日の朝日新聞の朝刊に「菩提寺

のご協力のたまものと感謝しております。
さて、菩提寺まちづくり協議会は設立総会か

かいわい」というタイトルで一面を使って、ま

らはや４年目となりました。過去３年間の活動

ち協に関する記事が掲載されました。菩提寺の

を振り返ると、設立当初は難題が山積し、何事

文化を通じて新旧住民の交流活動が中心であり、

も手探りの状態で活動してまいりました。これ

まち協の掲げた活動が、日の目をみる形となり

までの活動を踏まえ、今年度から１０年後のあ

皆さんに大変喜んでいただきました。
最後に、湖南市には７つのまち協が設立され

るべき姿を目標に掲げ、４つの委員会と４つの

プロジェクトの体制づくりを行ってまいります。 て、その活動も活発になってまいりました。
各委員会や各プロジェクトから広報委員を選

その７つのまち協が力をあわせて、よりよい湖

出し、より広報活動にも力を入れ、また４つの

南市へとしていきたいものです。このように、

プロジェクトは、期限つきではございますがよ

まち協が各自治会、関係団体、学校などの横の

り専門的に取り組めるようにと考えております。 つながりを密にして、より安全で安心な住みよ
これにより、まち協活動が皆様によりわかりや

いまちづくりへと活動を進めていきたいと考え

すく身近なまち協へと変身してゆくものと思っ

ております。どうかまち協へ、皆様の多大なる

ております。

ご協力をよろしくお願いいたします。
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地域活性化委員会

委員長

浅井

基義

今年も フリーマーケット開催！
7 月 24 日（日）に『第３回菩提寺まち協フリ

めるイベントです。是非、ご参加ください。

－マ－ケット』を開催します。地域の皆様の出

なお、駐車場に限りがありますので、徒歩・自

店による衣類・日用雑貨・おもちゃなどのフリ

転車でご来場いただきますようお願いします。

－マ－ケットの他、菩提寺でつくられた新鮮野

●

日

菜やお惣菜の販売も行います。

時 ：７月 24 日 13 時～16 時
菩提寺商店街さんの抽選会と協同開催

また、地域活性化委員による生ごみリサイクル

●

場

講習（生ごみで堆肥づくり）や、まち協役員に

所 ： 関西アーバン銀行横
フレンドマート前の広場

また、フリーマーケット出店者の募集も行っ

よるかき氷販売など、大人から子どもまで楽し

ております。詳しくは下記までお問い合わせく
ださい。
【 問い合わせ先 】
菩提寺まちづくり協議会事務所
ＴＥＬ・ＦＡＸ番号

文化芸術委員会

委員長

高井

６０－１３８１

義三

こころ和ませる路傍の シャクナゲ！
菩提寺地域の石造文化財が保

廃少菩提寺古絵図

存されている所を起点として、菩提寺山

に記されている

中腹あたりまでを「歴史の小径」と銘う

｢谷城跡 (和田神

って、整備を開始してから４年目に入り

社の奥）
」の整備、

ました。

｢霧降の滝」の調査

石楠花・つつじは満開に、紫陽花も次

等、史跡の保存・

は私の番だと言わんばかりに新芽をのぞ

発掘活動にも着手

かせています。

する計画を進めております。

今年度も多くの方々に、散歩コ－ス・

毎月第４日曜日の午前中は「歴史の小径」整備作

癒しの場として活用して頂きたく、植林

業を行っています。興味のある方は、お気軽にのぞ

整備や小径の延伸活動に加えて、表示標

きに来て頂きたいと思っております。

識の充実化を計画しております。

｢ちょっと、案内してほしいな。
」と思われる方は、

今年度からの新しいテ－マとしては、

高井（74－1094）までご連絡下さい。

人材交流委員会

委員長

花いっぱい運動 PTA とボランティアとが連携！！
小学校の環境整備の一環として、本年度から春の花いっぱ
い運動を、菩提寺小学校の PTA と連携ではじめることになりました。
５月６日に花の種（マリ－ゴ－ルド、サルビア等）を蒔きました。
５月３１日に植え替えたところ、マリ－ゴ－ルドは順調に芽が出て
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廣瀬

保

成長していますが、サルビアは温度が低いのか

中さまと保護者とボランティアとが一緒になっ

成長が非常に悪いです。

て、子どもたちの登校する坂のフェンス沿いに
菩提寺北小学

苗を植えました。このルピナスの花言葉は“あ

校には、顧問の

なたは私の心にやすらぎを与える”です。藤の

植中さまからル

花を逆さに立てたような外見の花が咲くのが、

ピナス(昇り藤）

今から楽しみです。
このように、両校ともまち協を通じて心やす

の苗の贈呈があ

らぐ「花いっぱい運動」を展開しています。

り、こちらも植

暮らし安全委員会

委員長

藤原

光司

２３年度、取組み課題と活動計画
４月２３日のまち協総会で承認された活動方
針を基に、暮らし安全委員会の今年１年の取組
み課題、活動計画を策定しました。
☆ 取組み課題
・安心安全の取組み
・住民の絆づくりの取組み
☆ 活動計画
５月１５日「楽しいセカンド・ライフの為に」
講習会出席者

１０月

防災チ－ム・リ－ダ－研修会

１１月

防犯講習会

・炊き出し訓練（地区対抗ソフトボ－ル大会

２６名中

で、ふるさと防災チ－ムと連携）

・非常食を使った料理コンテスト（まちづく

(男性 11 名

りセンタ－祭りで）

女性 15 名)

２４年２月
６月５日

３月

「防災体験スク－ル」講習会

防災講習会
きらめき湖南
（「広野物語」コ－ラス発表会）

出席者 ３１名（男性 24 名 女性 7 名）

きらめき湖南プロジェクト

リ－ダ－

龍池

直明

｢良弁さんと活く歴史の郷｣ が きらめき湖南地域活性化推進事業に採択される！！
事業が決定されました。その中の一つに、菩提

湖南市では平成２３年度の目玉事業として、
きらめき湖南地域活性化推進事業を住民組織か

寺まちづくり協議会の歴史と文化に関した｢良

らの提案を受けて推進することになり、３月に

弁さんと活く歴史の郷｣事業が採用されました。

市民学習交流センタ－に於いて、各区自治会を

天平年間、東大寺の大仏建立などに尽力され

中心に２００人を超える市民参加の中、7 つの

た良弁僧正によって創建された大寺院・少菩提

まちづくり協議会が、それぞれの提案事業につ

寺が存在した地域として１３００年の古い歴史

いてプレゼンテ－ションを行いました。その結

を持つ菩提寺地区は、石造遺跡など他の地域に

果外部審査員による査定を経て、５つのまち協

誇れるものが数多く存在します。この事業は、
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その歴史を後世に正しく伝え、日頃何気なく暮

① 地域の歴史を学ぶ講習会等の開催

らしている地域のすばらしさを感じ、ふるさと

② 児童生徒を対象にした｢郷土学習｣や
歴史資料の充実

に愛着や誇りを持つことによって郷土愛を育み、
また地域の歴史を共有することによって芽生え

③ 合唱組曲「広野物語」のメジャー化

る連帯感や協調性を醸成することを目的とする

④ 菩提寺うまいもん教室開催

ものです。

⑤ 石造遺跡等の整備と探索
⑥ 歴史交流の推進

具体的な個々の事業内容は

新消防団プロジェクト

リ－ダ－

以上
三上

伸征

新消防団員 ３名 誕生！！
平成 23 年 3 月に、3 名の方を新消防団員とし

平成 23 年 4 月 16 日、この３名は第 11 班の菩

て推挙致しました。その人員の内訳は、イワタ

提寺消防団にめでたく入団し、現在消防団員と

ニランド区 1 名、サイドタウン区 1 名、そして

して頑張っておられます。将来、新消防団設立

みどりの村区 1 名です。

の際には礎になられるものと期待しております。

地域インフラ対応プロジェクト

リ－ダ－

保田

芳利

高齢化の中で 住民の足を守るには？？
地域インフラ対応プロジェクトは、
「地域のイ

いて、住民の足を守っていくためには、少しで

ンフラに関する住民の皆さんの要望をくみ取

も利便性を高め、少しでも利用者を増やしてい

る」ことを目的に編成されました。当面優先し

くことが大切です。これまでも、菩提寺まち協

て取り組む課題として、これまで暮らし支えあ

では他区に先駆けて、バス会社・湖南市との３

い委員会で検討してきましたコミュニティバス

者会議を行い、みどりの村区内への乗り入れや

の利用促進をあげています。湖南市のコミュニ

北山台区内のバス停増設などを実現してきまし

ティバスは、利用者の減少により毎年多額の赤

た。

字が出ています。このまま赤字が続くと便数が

今後も住民の皆さんの声を聞きながら、利便

減り、よりいっそう不便になるという悪循環に

性の向上に取り組みますので、コミュニティバ

陥ります。特に、高齢化が進む菩提寺地域にお

ス「めぐるくん」の応援をお願いします。

コミュニティセンタ－プロジェクト

リ－ダ－

粟津

寛三

まちづくり協議会の活動の拠点となるべきコミュニティセンタ－の活用方法を様々な角
度から検討します。これからのスタ－トになります。

あ と が き

今年度から、菩提寺ま

ち協は組織を新たにし

て再出発しました。

各 委 員 会 プロ ジェク

･

トから広報委員が選出

されて、まち協だよりも

･
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含めた広報活動に取り

ここにお詫びして訂正致します。

組むことになりました。

正しくは、1995 年 1 月 17 日でした。

地域の、みな様方のご

大震災」の発生日が間違っていました。

指 導 ご支援を 仰ぎなが

環境委員会の記事の中で「阪神・淡路

ら奮闘致します。どう

｢まち協だより 11 号｣の安全

か、よろしくお願い致し

ます。

お詫びと訂正

