
通常総会

4月 30日 (日 )菩提寺まちづくリセンターにて通常

総会が開催され、代議員41名中38名の出席にて総

会が成立されました。谷畑市長の来賓代表挨拶に続

き、三上台区の丼上光生議長のもと、各議案が検討・

承認されました。

前年度実績および今年度計画以外に報告された

議案として決があります。
●菩提寺青少年育成学区民会議が菩提寺まちづくり

協議会に統合され、子ども育成委員会として新たに

スタートします。
●平成 29年度新役員の提案 (可決 )

会  計  中村春次  北山台区

事務局長  川上 昭  みどりの村区

監  事  鵜飼 孝  菩提寺区

議案および議事録の詳細は菩提寺まち協ホームペー

ジ(https:〃 wwwibodaui.Or3)を ご参照ください。

平素はまちづくり協議会の活動にご協力頂き、ありがとうございま魂 去る4月 30日には菩提
寺まちづくり協議会の通常総会が開催され、28年度の実績と29年度の計画を審議・承認頂き
ました。今33号では、総会時に報告した今年度の計画を中心に紹介します。

まち協ホームページの見直し

まち協ホームページの保守の不備により、多くの記

事が更新さば 、皆様にご不便をおかけし、申し訳ご

ざいませんでした。今年度より記事の投稿を徹底する

とともに、皆様が使いやすくするためメニューも一部

変更し、「イベントカレンダー」にて計画されている行

事を一覧する事ができるようになりました。今後も、

さらに多くの情報をタイムリーにお届けするように努

力いたします。ご質問やご提案があればまち協事務

局までご連絡ください。

【カレンダー表示】
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まち協サポーター大募集:! 菩提寺まち協は、住みよいまち ,安心なまちをつくるため頑張つ

ています。でも、メンバー不足で困つています !

皆さんのお力とおE寺間をお貸しください。

できる事だけや、出られる時だけ、短期間でもひとつのイベントだ

けでも結構で魂

まちづくり協議会の活動に興味のある方、ご連絡ください。

ホームページからでも応募できます。



菩提寺学区の皆様、初めまして。今年度より当会4

委員会の1つである子ども育成委員会の委員長を拝

昴致しました、東良喜代―です。どうぞよろしくお願

い致します。

私は、前年度まで菩提寺青少年育成学区民会議に所

属しておりました。その節は地域の皆様には大変お

世話になりありがとうございました。

前所属団体と当会との統合に至つた経緯は、平成

28年度1年の間、両役員が会議を重ね合意に至つた

のですが、その趣旨は、学区内においても少子高齢化

の予兆は顕著に感じられ各種団体の役員、サポー

ターの協力が得難いとの現状でした。

志を同じくする団体は一本化し連携した方が、地域の

人達の情報を得、要望に応え、行動に移す一連の動

きが取りやすいのではないかと考えました。

今年度のイ予事予定と致しましては、

1=夏体み期間中の学区内夜間巡回

(約 7回、21:00～22:00)
新入学生達も勉強に、遊びに友達作り、スポ少、そし
て部活にと学校生活に慣れてきた時期でもありま

す。また、時を同じく子供たちの気の緩む季節でもあ

り、大人たちの見守りが大切と感じます。

2.8月、ペットボトリレロケット作成、発射大会
ご家庭にある炭酸飲料1.5Lのペットボトルをご持参
頂き、親子で、また先輩、地域の年配の方々のご協力
も賜り実施したいと思いま硯
今回は、なぜペットボトルロケットが飛ぶのかをノ」ヽ学
生にも解かりやすく説明致します。

3.2学期において、「愛のひと声あいさつ運動」
(約 7回、7:40～8:15)

【あいさつ運動】

子ども育成委員会

委員長 東良 喜代一

学区内 2ノ」ヽ学校校門において、児童登校時にあぃさ

つ、声かけを行います。

挨拶の「挨」には押しすすむ,ロロく、「拶」には近づく,

迫るとの意味合いがあります。つまり、相手の心に近

づいて親じむというのがあいさつで、あいさつは、な

かよしになる第一歩なのです。

4.10月、書提寺まちづくリフェスタ2017参加

(詳細は検討中)

5.平成 30年1月、すくすく広場開催

(詳細は検討中)

※4、 5につきましては子どもたちと保護者、地域の人

達との親睦を深める事に重きを置いております。

6.湖南市青少年育成市民会議との連携
●市民会議研修への参加
●社会を明るくする推進大会への参加
●市及び県青少年育成大会への参加

市民会議との連携につきましては、グローバルな情

報交換と当委員会のスキルアップを狙いとしておりま

茂

以上いずれにしましても、あくまでも当委員会は子ど

も目線に立ち、今何をやるべきなのかを考えていきた

いと思います。

子ども育成には時間と人手が必要です、どうか地域

の皆様ご協力をよろしくお願い致します。
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【まちづくリフェスタ(ハリキリンピック)】



地域活性化委員会

委員長 浅丼 基義

地域活性化委員会は菩提寺地域を活性化するこ

とで、安全で住みよく暮らしやすい環境をつくること

を目標に活動しています。

また、2014年 に策定した 5カ 年計画でコミュニ

ティービジネスを取り上1大 少しでも収益を得ながら

活動できる体制を作ることを′己、掛けています。

今年度は新しい事業をするのではなく、今まで築き上

げてきた活動をより充実させていきます。

その一つとして、滋賀県立大学生と共同で製作してき

たバンブーハウスをはじめ種々の施設や菩提寺区の

所有している竹林の整備を継続し、「地域の自然を

活かし、憩える,地域の絆を深める。皆で楽しく過ごせ

る場所を」目指します。

今年度も6月 に竹のチップ機をリースして、大学生に

手伝つていただくとともに、甲西北中学生の見学会を

計画しました。できた竹チップは菩提寺 ,菩提寺1ヒ両

小学校の花壇の肥料や菩提寺公園の歩道整備、カブ

ト虫の幼虫の餌に活用します。近隣の皆様には騒音

でご迷惑をお掛けして申し訳ありません。

整備したことでタケノコが沢山出るようになりました

ので、各自治会の皆様に竹林整備をしながらタリ コ

掘りを行つていただき、地域の絆を深めて美味しく召

し上がつていただきました。

竹林の中で椎茸=ヒ ラタケの栽培をしています。椎茸

は春と秋にまちづくリセンターおよびまちづくリフェ

スタで販売いたします。ヒラタケの原木は各自治会を

通じ9月 に販売を予定しています。キノコができる実

感を喜んでいただければ幸いです。

【タケノコ掘り】

カブト虫も育てて各自治会の夏祭りとまちづくリセン

ターでつがいでの販売を予定しています。秋には卵を

産み来春には幼虫になることでしょう。自然観察に

お役立てください。

竹の活用の観点から平成30年 2月 17日 (土 )に竹の

工作として小学生と一緒に竹ホウキを作ります。

この様な事業を計画していますのでお手伝いいただ

ける方は、各区長様に申し出ていただければありがた

いです。

福祉安全委員会

委員長 藤原 光司

1口 福祉事業『 子供食育教室』の開催

(9月以降 5回開催予定 )

少子高齢化で核家族化が進み、T人っ子や共稼ぎ家

庭のため家族で食事をしない子供や好き嫌いのある

子供達を招いて、地域の大人と子供達が楽しく食事

を通して交流を計り子供たちの健全な育成を育みま

魂

2.福祉事業『 認知症高齢者発見保護訓練』

認知症の方が行方不明や事故に遭われるケースが増

えて来ている中で、早期発見により不幸な事故事件

を未然に防ぐ事ができます。それには地域住民の理

解と協力が不可欠です。

今年度で3回 目の継続事業です。年4回開催。11月 26

日には菩提寺7区にて発見保護訓練を実施しま硯

3.地域防災事業『 地域の防災設備見学』と

『 防災研修請習会の開催』
湖南市を含む滋賀県下で災害時の危機管理システム

や取り組み状況を学びます。また、研修`講習会を開

催し地域住民の防災意識の高揚に繋げま硯

4.地域防災事業『 防災マニュアル』製作

(年度内完成予定 )

突発的に発生する自然災害に対して、菩提寺地域で
の対処や各家庭内での備えを冊子に示し、各戸に配

布して有事に対応できる地域を目指しま魂

【倒壊家屋からの救出訓練】



委員長

文化芸術委員会の下部組織である歴史文化資料
室運営協議会が滋賀県博物館協議会に加盟しまし

た。県内の多くの博物館、資料館などの情報を得る

事が出来、菩提寺の歴史文化資料室を県内にアピー

ルし、多くの人に来館してもらえる様にしていきま

魂

文化芸術委員会の活動は、次の3つの柱で進めて行
き、地域の歴史を知る事により、地域への親しみや

誇りを持てる住民つくりに努めます。

1.警提寺歴史文化資料室の維持管理

①現在の展示を維持しつつ、まちづくリフェスタに含
わせて新しい「企画展」を行う。

②企画展示に合わせた「歴史講座」を開催 します。

(6月 10日 /11月 48日 /3月 10日予定 )

③土曜日事業として歴史ワークショップを開催 しま

魂

磁鮭 な》

文化芸術委員会

田中 秀明

2E菩提寺山の整備

①歴史の小径の遊歩道の整備作業      '
国の史跡に指定されている区域を、多くの人に来ても

らえる様にしていきます。

②霧降の瀧の遊歩道の整備作業

西應寺に伝わる古絵図に描かれている「霧降の瀧」
を多くの人に知ってもらい、訪れてもらえる様にして

いきます。

③菩提寺山遊歩道整備

昨年度までに整備した、菩提寺山の遊歩道を知って

もらい、安全にハイキングしてもらえる様維持管理し
ていきます。観光協会の主催のハイキングで、菩提寺
コースを設定してもらう様に働きかけます。
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3.地域の人 (特に子どもたち)に書提寺の地元
の歴史を知つてもらう活動
①土曜日事業などを通じ、子どもたちに身近な歴史
を学べるワークショップを開催します。

②昔から地元に住んでおられる方に、幼い日の話や、

親、祖父、祖母から聞いた話などを聞き取りし文書に

残したり、自宅に残つている写真や文書などを見せて

頂き、記録として残していきま丸

二議轟..…象■

【菩提寺山】

菩提寺まちづくリフェスタ2017
【日日寺】平成29年10月 29日 (日 )

【場所】書提寺まちづくリセンター

本年も恒例の「菩提寺まちづくリフェスタ」を開催し

ます。作品出展、ステージ出演希望の方は、今から準

備をお願いします。詳細は後日お知らせいたします。


