
「菩提寺歴史文化資料室」スタートイベント
　　　　　文化芸術委員会　　委員長　田中 秀明

　新菩提寺まちづくりセンターの建設が始まりま
した。中に作られる予定の「菩提寺歴史文化資料室」
の開設準備のために、「歴史文化資料室運営協議会」
を組織して準備に当たります。準備のスタートに
あたり、キックオフの意味でスタートイベントを
開催しました。6月 29日（日）に菩提寺まちづく
りセンターの大集会室で 13：30から始まりまし
た。第 1部は「菩提寺歴史文化資料室」の概要説
明で、まちづくり協議会・文化芸術委員会より広
報担当の田中宏明氏からプロジェクターで、写真
を使いながら説明を行いました。
　第 2部は、基調講演で「少菩提寺遺跡調査につ
いて」ということで栗東教育委員会の考古学を担
当されている藤岡英礼氏に講演をしていただきま
した。藤岡先生は少菩提寺の遺跡調査をされ、歴
史の小径の縄張調査もされており、現地調査をし
て、多くの瓦などの遺物を見つけておられます。
その調査も含めて、菩提寺の歴史や少菩提寺の大
きさや伝えられている歴史の信憑性、真実につい
て分かっていることなどの話をされました。また、
歴史の小径で見つけた瓦などの遺物についての解
説などもしていただき、参加された約 50名が興
味深く聞いていました。

編集後記
まち協の新しいホームページをぜひご覧ください。
ホームページ　https://www.bodaiji.org/
　　　　　　　　　　　（広報部長 笹谷 康之 記）

　　　　地域活性化委員会　　委員長　保田 芳利

　フリーマーケット開催
　7月 20日菩提寺商店会の抽選会に合わせ、関西
アーバン銀行横の空き地でフリーマーケットを行
ないました。店舗数は 8店で、地域活性化委員会
でかき氷と生ごみリサイクルを出店し、湖南市の
シルバー人材センターから包丁研ぎや、菩提寺区
の水無月会から炊き込みご飯・味噌等の食品販売
の協力も得ました。野菜、雑貨等もあり、「わいわ
い・がやがや」と盛況でした。フリーマーケット
を通じ地域の方々の絆が、少しでも深まってくれ
たらとの思いで開催しています。次回は、もっと
多くの方の参加・出店をお待ちしています。

涼しげな緑のゴーヤカーテン
　環境事業としてゴーヤカーテンの推進に取り組
んでいます。今年は菩提寺小、菩提寺北小、菩提
寺幼稚園、ひかり幼稚園、菩提寺保育園、モンチ
保育園、北山台自治会館、菩提寺まちづくりセン
ターの 8カ所に設置しました。種はボランティア
センターでいただき、地域活性化委員会のメンバー
が苗をつくり、育成指導とネット張りを行い、各
所に植えました。すべての箇所で生育は順調で涼
しげな緑のカーテンができました。節電と外観の
見栄えも良く、気持ち良い室内になりました。来
年以降も継続していきますので各ご家庭でもやっ
てみてください。

　土曜事業が始まりました
　　　　　　　　人材育成委員　　笹谷 康之

　本年度から、菩提寺小学校、菩提寺北小学校の
子どもたちを対象に、土曜事業が始まりました。
これは、地域の人々が実行委員会を構成して、子
どもたちにとって、より豊かで有意義な土曜日や
休暇期間を過ごしてもらうための学習の事業です。
実行委員会は、まち協と、両校の学校コーディネー
ター、ボランティア、校長・教頭で構成されてい
ます。
　1回目は 6月 28日、菩提寺の歴史散策です。
児童 11名、保護者 8名と、まち協メンバーが 5名、
コーディネータ・ボランティア・校長・教頭の 9名、
合計 33名が 9時にまちセンに集合しました。国
指定重要文化財の多宝塔、鎌倉時代から南北朝時
代に作られた三体地蔵、石造閻魔像、磨崖仏と、
廃少菩提寺の遺跡を巡りました。さらに、菩提禅寺、
和田神社、西應寺を見学して 12時まで散策しま
した。菩提寺に住んでいても初めて訪れる親子が
多くて、菩提禅寺の安部住職や、まち協文化芸術
委員の説明に、歴史の奥行きを肌で感じました。

　2～ 4回目は、夏休み期間なので、土曜でなく
7月28日、8月11日、25日の月曜日に行いました。
各校ごとに、子どもたちの夏休みの宿題をサポー
トしました。3回とも、甲西北中学の生徒が、小
学生を教えるボランティアにたくさん来てくれま
した。高校生・大学生のボランティアも、加わっ
てくれました。このように、年上が年下の子ども
を教えるのは、お互いにとってとても素晴らしい
経験になりました。3回併せて、菩提寺小は児童
145 名とスタッフ 43名、菩提寺北小は児童 132
名とスタッフ 55名と盛況でした。
　なお、菩提寺北小の 2回目は、体育館での絵画
教室です。自分に納得する描き方を子どもから引
き出す堀添先生の言葉に、思い思いの絵筆を進め
ていました。
　多年代のボランティアが集い楽しく学べますの
で、多くの子どもたちの参加を期待します。
【今後の予定】
5回目：10月 11日（土）ペットボトルロケット
6回目：12月 13日（土）年賀状づくり
7回目：1月 6日（火）書初め
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これからの地域づくり

新しいまち協の構成

スケジュール

メンバー申込

年月 活動 まち協だより ホームページ

26年10月 プロジェクトとメンバー募集開始 この25号で募集 ホームページ開設

26年11月 9日のまちづくりフェスタで募集呼びかけ 活用・記入の研修

27年1月 住民イベント実行委員会の結成 26号でプロジェクト紹介 プロジェクトのPR・メンバー募集

27年4月 新まちセン開設の式典後の住民イベント 27号で住民イベント紹介 プロジェクトのイベント紹介
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パート ・ メンバーのプロジェクト
従来 新規大募集

　仲間を誘って、来年 4月にできる新まちづくりセンターで活動を始めませんか。

　新まちづくりセンターを拠点に、活動しませんか。オープン記念のイベントをつくりませんか。

　まち協は、ホームページ活用の研修、特定の準備会合等をサポートしますので、

　各年代・テーマに合わせた多様なプロジェクトを、大募集します。

　プロジェクトは、独自のまちづくり活動と、委員会や他のプロジェクトと連携する活動をします。

【たとえば次のようなプロジェクト】

　中学生：校長先生もボランティアを推奨。クラブ単位でも、特技を活かして参加しましょう。

　高校生：勉強に疲れたひととき、小学校からの友だちと交流しながら活動しましょう。

　大学生・青年男女：小学校からの友だちを誘って、若い力を発揮して、いい汗をかきましょう。

　子育て中のお母さん：子育てに役立つ活動を広げ、お茶会等の息抜きで盛り上がりましょう。

　女性：女性目線で、きめ細やかで、楽しいまちづくり活動を盛り上げてください。

　小学生の土曜事業サポーター：小学生のために、あなたの知識・経験を活かしてください。

　ICT：専門的なネット技術を活かし、多様なメディアを使って、地域の魅力発信をご支援ください。

　防災士：防災士の資格の力を束ねて、地域の安全のためにお願いします。

【プロジェクトの試行】

・平成 27年 3月までは試行期間。4月以降は正規プロジェクト登録。

・代表者、広報委員を登録して、メンバーを公募します。

・菩提寺のまちづくりに貢献すること。（仲間内のグループ、特殊な趣味の会ではありません）

・年代、性別、活動テーマが対応する住民に開かれたグループ。

・広報委員は、月に１度以上、メール、Facebook グループ、Line グループ、ホームページ等

　ネットを利用して、広報部長、他の広報委員に、活動状況を報告・共有します。

・ミーティングだけならば月に１度で良いですが、活動の告知と報告は随時お願いします。

・広報委員には、ホームページの当該ページの記入ができる IDを発行します。

・パソコン、スマートフォンを用いた、ホームページの記入等の研修を行います。

【お近くのまち協メンバーにお問い合わせください】　

・北山台：浅井長美 , 田中秀明 , 田中宏明 , 佐藤隆秀 , 日高博憲 , 西山英資 , 西田和良
・菩提寺：龍池直明 ( 副会長 ), 高井義三 , 中野富雄 , 龍池誉男 , 鵜飼孝
・みどりの村：山口道夫 ( 会長 ), 福島昭 , 保田芳利 , 白阪聡久 , 中林政綱 , 大西俊夫
・三上台：森本かおり , 桑名隆明 , 黒川孝志 , 神原隆 , 井上光生 , 樋口泰祐 , 山内敏朗
・イワタニランド：多田肇 ( 会計 ), 田畑一佳 , 筒井正義 , 木下幹敏 , 水野誠 , 叶誠
・近江台：松本高治 ( 事務局長 ), 浅井基義 , 粟津寛三 , 山元義治
・ハイウェイサイドタウン：笹谷康之 , 藤原光司 , 脇坂良弘 , 服部清 , 片岡昭裕 , 西本正子 , 
　竹澤克彦 , 圓山三郎 , 矢田邦昭 , 中澤彰人

子どもから大人まで　
菩提寺まち協の新プロジェクト・メンバー大募集！

申込は、ホームページ記入あるいは、松本事務局長まで氏名・地区名・電話番号・携帯番号・メールア

ドレスをお伝えください。

　　　　菩提寺まち協新ホームページ（10 月 1日開設）：https://www.bodaiji.org/

　　　　問合せ先：菩提寺まちづくり協議会（菩提寺まちづくりセンター内）

　　　　菩提寺 775 番地　電話：0748-74-3471　FAX：0748-74-4005

１．新まちづくりセンター（建設中のコミュニティセンター）が来年4月にオープンします。住民が誰でも、

いつでも気軽に集まれる場、学習、防災等のまちづくり拠点ができます。まち協は、ここの管理を市か

ら任されます。

２．菩提寺小学校、菩提寺北小学校の生徒を対象とした土曜事業が今年度から始まり、中高大学生、大

人が関わって児童を教え、その中で相互に学んでいます。来年は新まちセンを拠点に、もっと地域の多

くの人に土曜事業で児童と関わってほしいです。

３．菩提寺地域の人口は、平成 20年頃をピークに減り始めています。じわじわと高齢化が進み、9割以

上の子どもが育ってから地域を出ています。育った子どもが住みついて、安全で魅力ある地域をつくり、

地域で支え合うために、比較的年配者・男性が多かったまち協を、すべての世代の人が参加するまち協

に変えていきます。
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