
』 菩提寺学区 まち協だよりⅧ弾
日

男行:書提寺まちづくり協議会

菩提寺まちづくり協鵬会 平成 28年度総会 が日催されました:!

5'122日 ( )13:30よ り、 と提寺まちづくリセ

ンターにて、`「 成 28年度通常it会 が代議iよ の||‖苫多

数で成立し、厳格に

'HILさ

れました, い道大会長

の1■ しに続き、来資を代表されて谷 摯弥副市長が

ご農抄をされ
=し

た。丼 巨光■i議長の進行のもと1′

成 27年度活動報告と決算報告 監査報件が,六 iご され

ました.

その後、退任役員を代表して青L池副会長が挨拶を

述べられました.役員|「 ,■ 委

'1会

の1号 1,1子 紳委員長

|)案第 5けとして 1平成 28年度

会長方fllを 木ノ ド会長より.・・Лさ

れ、質疑 応答を経て多数により承

認されました.

次に平成 28年度■業計画と予算

計口Iが ,1当 により説明が行われ、

11業 ごとに審1議 を得て多数により

各 l・業が力t tjさ れました。そして、平成 28年度予算

案の審議は活発な質it 応答が行われ、多数により

承認されました。

議業第 8号 として「
1旨 7■ tt ll事業Jの平成 27年度

決算と28年度予算が十は告され、最後に、中野畠1会長

から2時間 30分審議をして ドさった代議員の方、退

任役11の 方への感湖|と 、御来賓、傍聴者の皆様に御

礼を述べられ、月会となりました.

から平成 28年度

役員の推薦があり

'R認
されました.

書 提 寺 まちづ くり協 議 会 会 長 方 針

《 あってよかった菩提寺まちづくり協議会 》

イベントだけでなく 区を超えての諸問題の解決に向けて区長会と連携し、

り協議会 まちづくリセンターとしていきます.

《 区で行うよりも学区全体で行う方がより効果が高いものを実施 》

市の交付金 助成金 補助金及び4/区負担今を有効にJlか し、限られた財政での有効な運営を行つていき

ます.

各 Xの住民の要望を見つめ、また区を超えてのまちづくり協議会の活動を見つめて、活かしていきたいと

考えていまう .

3.《 住民目線で 》

活動を1吐 う役!t 委員に成り,が無い状況があるので、1)っ と「_わ りたい (参加したい)人が増えるよう

情報公開をして杵提■まちづくり協議会を失口つて頂くよう努めていきます.そ して、どんどん御意見を頂き

たと考えています.

広報活動としてのホームベージ まちづくり脇・17会だよりを住民 1線での役害1に していきます。委員会活

動は各区参加で運営が基本理念ですが 経年と共にバランスが崩れてきているので見直しが必要です.  自

治会はそれぞれ独立して活動しています。その 卜においての書提寺まちづくり協議会の役割を原点に

返って考えながら運営します.

4.《 地域での他の団体との協働 》

縦吉1り の団体活動でなく 協働し合える菩提■まちづくり協議会を模索していきます。

各区に必要とされるまらづ く

2.



(日 1だ 日) 防災先進地研修開1/1予定

兵庫県三本 |‖坊災公景

過去に大震災を体験した兵庫りitに 県全体をカバーする広域防災lt点があります.災害時は広域防災lt

点とした機 |ヒ し、1`常 l十 は、,肖 防 l・

jllや
消防 fl員、地域方災リーダーの育成をはじめ地震体験や、煙避

難体験などの防災体験学習や部llを実llLしています.

今回、施設の見学と1訓 練の体験を計画しました.

1,000 1(予定)

1年提■学区、■1/t寺北学 |ズの方災lu当 者

7月 に各自治会様経由で行います.

文化芸術委員会 平成28年度の事業予定

福祉 。安全委員会 平成28年度の事彙予定
9月 4日

イi き 夕し

内  容

参加費用

参加対象

募  集

今年度も3つの柱で計画1を しています.

1 まちづくリセンター内の11史 文イヒ資1」 室の維持管理をする.

企山i展示等で展示内容の充実を図り,歴史識庄を fl催する. 3 En4′年.

2 1t rTの 小径、及び霧降クヽ 1[ 版策路の1ll‐

散策路の:卓メ1り 、l lt段 年の整備、案内板の設置.

3 歴史の伝 71と 新しいiよ提 ■との融合

書提寺に伝わる行■の.LI☆ を映像で残す.DVD化 して行く,

*歴史にlfI味 のある方、一:Fに参加 してみませんか

地域活性化彙員会

竹林整備 を継続実施

バンブーハウスを中心に竹林整備に取り丼Hみ、 4年か経過 しました。二,賀県立大学生の協力のもと年 /々L

設は充実 しています。今年度はきらめき湖南の F業 と協力して維|'4+理 しながら、 一歩前進させて、住民の

皆様が、気軽に『散歩できる環境づくり』 子

'tが

llび 二来て 『 自然と触れ合え、思いや楽しみのある場所』

にしたと考えます.竹林べは 5月 だけで、奈良県上十町から42イ「が HL察研修に 県立滋賀大学から勉強を兼

ね 25名 が見学に、ボーイスカウト15名 、また地元1キ提寺こども田から 55名 の方が団llで遊びに来てくれ

ました。

市内外から多くの方が見学に来られる一方、菩提寺学区での認力]度 が必ず しも高いとは言えません。これ

からはイベン トの開催や広報活動にも力を入れます。

竹林でタケノコ、シイタケ、ヒラタケ、カブ ト虫を育成して、安価に販売することで、住民の皆様にきん

ていただき、また、まち協の財源に少しても寄与し、これを成長させビジネス化する方向で進めます.

地域活性化委員会ではこの他にエコ 環境事業として各家庭での生ごみ リサイクルを推進して、FI収 ゴミ

を削減し、肥半を造る事業を進めています。

皆様のご支援、ご協力をお願いいたします。



平成28年度きらめき湖南地域活性化推進事業

今年 l・・のきらめき湖市事業は、昨年度に続き、1普

17ittrll遊散策広場整備事業Jと し、まちづくリセン

ターから苦提十公園を通つて、平提寺 |に入 り、頂

上の竜王社から歴 l_の小ltKに 降りる道を整lliし 、さ

らに菩lFi山 のたの神社 寺院を巡り、竹林を通 り

まちづくリセンターに戻る周lJ・ コースを完成させる

事です.

きらめき湖南=,業 は今年度で市からの交付金は最

後となります。竹林整備 (B・ B大作戦)か ら始まり、

今回の周遊散策広場で先Tと なりますが、せつかく

整liし 、出来 卜がった物を今年I_llり で終わってし

まうと、その後の維持をするのが困難なります。そ

のためのシステムを作りJ」デてイテく■が、もう一つ

の日標です.これに1ま まら協だけでなく、多くの人

の協力が必要となつてきます。

ど提寺にある、各自治会や多くのボランティアの

方の協力を得、 1来るだけ皆の負llを少なくして、

いつまでも次の L代にづきlLい で行けるようなシス

テムを日指します.

きらめき湖南地域活性イヒlL進事業

フロジェクトリーター    田中秀明

その後、あいにくの雨でしたが竹林に出向いてバ

ンブーハウスを視案されました。最後に、歴史資料

室の案内をさせていただき、帰路につかれました。

私どもも各地域の事 Flを勉強して生かしていきた

いと思います。質疑の中で、維持甘理をどうしてい

王寺町視察研修
5月 9日 (月 )に 、奈良県北蔦城郡工寺口「自治連合会

の方々と工寺町長の 42名 が、書提寺まちづくり協議

会が 2012～ 2014年の 3ヶ ll「 さらめき湖市地域活

性化推進事業Jと して取り組みました
'B・

B大作戦J

のバンブーハウスの視察研修に来られました。

菩提寺まちづくリセンター多目的ホールにて、松

本区長のパワーボイン ト説明できらめきlll南 ブレゼ

ンテーション集約版を見ていただいた後、ご質問や

ご意見をたくさんいただきました.

くのかの課題はあり

ましたが、地域の,舌

1生 fヒ というにで1ま ―

定の評価をいただき

ました。



書提寺まちづくリセンター長より
liじ めまして、5月 より書提寺まちづくリセンター長を拝命いたしました 本てこざいます.‐里r洲のおっさん

｀

を地ていく野洲 ,民でございます.苦提 ■の|1様 よろしくお願いします.本年度は111L十 コミュニティセンターも

オーフンして、大変忙 しく/.る と思いますが、老体にむち打ち、茶道は嗜みませんが 『
―り|―会』のおもてなしの

,こ てヽ、できる限り|1様 のおメiを反映させていきたいと思います.

ll=ちづくリセンターは、苫提十の十F様 のさ
=さ

まなまちづくり活」lの It

点として昨年 4月 にスター トしました, こ″しからも、まちづくりのりヽ本卿I念

である ¬i民がす役のまちづくり.を It進 していくため、1山ltの I:IIの さま

ざまなまらづくり活Ilを微力ながらお手伝いして参りたいと思います.メ 1セ

ンターが、小さなお子様からお年寄りの皆様■で、たくさんの方々の交流の

場となり、1年提十の皆様が強い絆て詰|'れ るようにと願ってお ります .

書提寺コミュニティーセンターより
今年 4 rlに オーフンして以来 現治:6111体 のサークルさんが:ヽ録されて、ご利 lllし ていただいてお ります。まだ

まだ貸館に1ま余裕がありますので、十年ltの ご利用をお待ちしております.ま た この■、,ll南 市に、当センター前

の駐車場とグラン ド人口付近との段性を■1く し されいに整地 していただきました.皆 llのお越 しをお待ちしてお

りまt.

書拠寺地区通常総会■僣

11支 28年 51115日 (日 )|卜 J[寺 コミュニティーセンターにて

第 11」 11提 十
`通

常総会 (区長 :鵜114)が
"‖

lLさ れました.

谷11市長はじめ、1瘍飼フヽ千 ]・
j議会議員、十沼利|い に議会議ilに

ご来賓 l● き、準やかに‖1催するIが ll来 ました.

意見交換 t,活発に行い、苦提十 X規約の制定を示igし て頂 するこ

ととなりました.

これから1,、 活気あるlilL十地区を目指していきたいと思います.

菩拠寺まちづくリセンターからのお願い

菩提寺コミュ■ティセンタ● (旧 普提 ■公民館)で li 廃食用油 使用済乾電池など家庭用ゴミの回収はして

おりません

なお、廃食用油 (フ タがネジ式のヘットボ トルに入れる)、 自色 トレー (他の色 トレーはダメ)、 使用済乾電池

牛乳バックの家庭月]ゴ ミに限り、菩提寺まちづくリセンターで回収 しています.

みなさまのご協力をお願いします.


