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参加者45名アンケート：家族、親族と連絡

が取れなくなった時の連絡方法、避難場

所について話し合った事はありますか

１４

45 名が参加した防災研修会 
福祉・安全委員会   委員長 藤原 光司 

開催日：6 月 2 日（日） 
目的：震災を風化させない、防災･減災の意識高揚 

震災資料館（阪神高速道路が管理） 
あの壊滅的に破壊された阪神高速道路の構造物

が展示されていました。飴のように変形した鉄製

橋脚、蜘蛛の巣の如く亀裂の入ったコンクリート

製橋脚。緊急補強された橋脚を見る事で地震エネ

ルギーのすさまじさを感じました。また、この教

訓から新たな技術が開発され減災につながってい

る事を信じたいです。 
神戸に向かう途中で阪神高速道路の現在の橋脚

をみると、新基準である事が一目で分かりました。

二度と同じ被害が起きない事を願うばかりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人と未来防災センター 
実際に被災された方が勤めており、実体験を説

明されていました。家の倒壊実験を模型で説明し

ていても、一言一言がたどたどしくも、重みを感

じました。 
 
 
 
 
 
 
 

まち協フリーマーケット開催！ 
地域活性化委員会  広報委員 白阪 聡久 

7 月 20 日（土）に恒例の『菩提寺まち協フリー

マーケット』を開催します。地域の皆様の出店に

よる衣類や日用雑貨、おもちゃなどのフリーマー

ケットの他、菩提寺でつくられた新鮮野菜やお惣

菜の販売を予定しています。また、まち協運営委

員による生ごみリサイクル講習（生ごみで堆肥づ

くり）やかき氷販売など、大人から子どもまで楽

しめるイベントですので、是非、ご参加ください。 
なお、駐車場に限りがありますので、徒歩・自

転車でご来場願います。また、フリーマーケット

出店者の募集も行っております。 

日時：7 月 20 日（土）13 時～16 時 
（菩提寺商店街さんの抽選会と協同開催） 

場所：関西アーバン銀行横の広場 
（フレンドマート前） 

出店問合せ先：菩提寺まちづくり協議会事務所 
TEL・FAX 番号 60-1381 

 
 
 
 
 
 
 

編集後記 

今年度から広報委員長を笹谷康之が担当します。

まち協のブログを全面更新して、頻繁に記事を書

きます。ぜひご覧ください。 
http://machikyo.shiga-saku.net/ 

5 月 6 日通常総会の会長挨拶より 
会長 山口 道夫  

平成 20 年度に菩提寺まちづくり協議会が設立

され、それまでの行政依存型のまちづくりから地

域主導のまちづくりをしていくことを目的に活動

を行ってきました。設立当初の 2 年間は｢導入段

階｣、その後の 2 年間は「定着段階」です。昨年 4
月からは｢見直し・改善段階｣と位置付け、永年の

地域の最重要課題であった、菩提寺コミュニテイ

センターの建設推進と、北学区の消防車の配備と

車庫の設置を、まちづくり協議会と市役所とで前

進できました。 
今年度は次の 4 点について注力します。1 点目

として災害時の助け合い活動が 95％と最も高か 
 

人材交流のまちづくり 
人材交流委員会  広報委員 松本 高治 

菩提寺小・菩提寺北小の学校支援活動 
4～6 月にかけて、花壇の整備をしました。 

親子フォーラム  参加者募集！ 
協力：湖南市菩提寺まちづくりセンター 
実施時期：7 月 31 日（水） 
実施内容：夏休みこども講座 

（ペットボトル・ロケット作り） 

健康フォーラム  参加者募集！ 
協力：湖南市保健センター,ちょいスポ,健康バンド 
実施時期：9～11 月の 3 ヶ月間 
実施内容：健康体操教室（リズム体操,ヨガ体操,
ウォーキング,ちょいスポ,健康バンド）健康講座教

室（血圧測定,食事と栄養） 
 
 
 

ったことを踏まえ、防災・減災のために各区長と

連携して北学区消防団員の増強を図ります。そし

て昨年の住民アンケートで｢まち協にのぞむこと」

として昨年から湖南市が推進している防災士の資

格取得者を推進します。2 点目はコミュニテイセ

ンターの平成 27 年 3 月完成に向け、引き続きコミ

セン建設会議を市役所と連携して行い、スケジュ

ール管理をしっかりします。3 点目は行政からの

交付金について少しでも依存することなく、まち

協が自主・自立をしていくための事業を探索して

いきます。4 点目はまち協合同役員会に自治会長

の参加を願い、まち協と自治会とのパイプを太く

していくことです。今年度の活動を通じまして「支

え合い助け合いの絆の輪」が更に広まりますこと

を望んでいます。 
 

きらめき合唱団 
5 月 25 日の湖南市まちづくり協議会 7 区合同

「きらめき DAY」のオープニング・セレモニーで、

広野物語の合唱を披露しました。 
 

地域文化財の保全と文化芸術活動 
文化芸術委員会  広報委員 桑名 隆明 

4 月～9 月の活動は、以下のとおりです。 
1．前年度継続活動 
 ①「歴史の小径」登坂路の維持管理 
 ②「霧降の滝」登坂路の維持管理 
 ③「DVD」第三作目の制作 
2．今年度活動 
 ①「龍王山」菩提寺山の登山路整備 
   分疑点標識の充実を図る 
 ②「霧降の滝」駐車場の整備 



バンブーハウス見学会のご案内 
日時：8 月 3 日（土）、4 日（日）8 時～11 時 

竹林へ直接お越しください。場所のわからない方

は、菩提寺まちづくりセンターから案内します。 

３２

地域活性化推進事業 B・B 大作戦 
プロジェクトサブリーダー 保田 芳利 

19 号でお伝えした B･B 大作戦のその後をお伝

えします。B・B とは菩提寺の B と竹をバンブー

(Bamboo)の頭文字をとっています。 
24 年度は、まち協メンバー総出で倒れた木や竹

を処理する作業を行い、うっそうとして人が入れ

なかった竹林に光が差し込み、バンブーハウスを

建設できる環境を整えました。滋賀県立大学の陶

器教授・永井准教授の指導のもと、学生と作業を

開始しました。使用する約 300 本の竹を伐採、枝

払いし、材料を準備しました。学生達は毎日 15
名前後が菩提寺まちづくりセンターに寝袋を持参、

自炊の合宿をして、昼は建設、夜は図面検討と翌

日の準備など、真剣に約 1 か月かけて建設しまし

た。バンブーハウスは間口 1.5ｍ、最大幅約 4ｍ、

奥行き約 10ｍ、床は土地の斜面を利用し、先端部

の高さは約 6ｍで、竹林に立つ 19 本の竹を柱とし

て活用、釘を使わず、テープと紐で固定していま

す。屋根は細かく割った竹を葺き、中央部に透明

なアクリル板で明かり取りの窓を取り付けました。

『バンブーハウス』は宙に浮いているように感じ

たり、船や魚に見えたり、見方によってはいろん

な物に見え、この地にしか造れない菩提寺の名所

になることでしょう。 
5 月 17 日 9:30 からの竹林での竣工式には、ま

ち協のメンバー、市長、市役所関係者、滋賀県立

大学の教員と学生、菩提寺小学校 3 年生 76 名、菩

提寺北小校 4 年生 43 名、NHK、ZTV、新聞社な

ど 150 人が集まり、盛大に開催されました。山口

会長は「竹林の中で住民が憩い、コミュニケーシ

ョンを深める場にしたい」と話しています。 
竣工式の模様は、テレビや新聞で報道され、湖

南市の広報誌「広報こなん」6 月号の表紙にもな

りました。その後も菩提寺幼稚園、菩提寺小学校

から社会体験学習で来訪されています。 
 25 年度の『B・B 大作戦 PARTⅡ』では、「菩

提寺ふれあいファーム」を開園します。第 1 に 10

月から回遊式の散歩道を作り、いつでも誰でもが

気持ちよく散歩できるように計画しています。第

2 に 11 月から、竹の子ファームを設置し、竹林の

中央でシイタケ、ヒラタケの栽培を行い、子供の

喜ぶカブトムシの育成も検討しています。12 月か

らは施設整備です。入口から竹のトンネルをくぐ

り抜け、バーベキューができるエリアを設置し、

グループで交流しながら楽しんでいただける場所

になればと考えます。竹細工の出来る場所を作り、

『竹細工作り』、『竹馬作り』等ができる小学生の

学習の場にします。ベンチのある広場で休憩して、

頂上へつながる道から森林を望むテラス、テラス

橋を通りバンブーハウスへの散歩道を整備する計

画です。 

竹細工工房

ベンチの
ある広場

頂上へ繋が
る遊歩道

森林を望む
テラス テラス橋

たけのこ
ファーム

バーベーキュー
エリア なぎ倒された竹で作る

「竹のトンネル」

バンブーハウス

入口

竹林を一周する小路が人々を
バンブーハウスに導きます

駐車場
  4 台

バンブーハウスのみなさんへ 
菩提寺北小学校 4 年生 

                 井口 愛心 
今日、私がバンブーハウスに入ってみて、下が

少しこわかったけど、とてもすずしくて、自然の

においがしました。高いので上から見た景色がき

れいでした。私がそこで住めそうなぐらいひろく

て、びっくりしました。こんなバンブーハウスを

作るなんて、すごいと思いました。デザインも船

みたいでおもしろかったです。竹で家が作れるん

だなあと思いました。自然でとてもおちつきまし

た。バンブーハウスに入れて、とても楽しかった

です。ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  小林 蓮 
ぼくはさいしょバンブーハウスは目立ちそうな

場所にあると思ったけど、いがいな場所でみつけ

にくいのでいいのかなと思いました。さいしょバ

ンブーハウスに入るしゅんかんはドキドキ♡した

けれど、はいるとすずしくてきもちよかったです。

上を見るとちゃーんと天まどがあって、竹だけで

なく太陽が見えるようにくふうしてあるなあと思

いました。すごいじょうぶなので、みんなくろう

してがんばって心をこめて作られたんだなあと思

いました。竹そして木の力を教えてもらいました。

ありがとうございました。 
                能塚 柚実奈 

竹の家や、ツリーハウスは、話でしかきいたこ

とはなかったけど、実さいに見て、すごいと思い

ました。それは、中がとてもすずしかったからで

す。それに、竹のにおいはきついにおいじゃない

けど、スーッといいかんじでした。竹に耳を当て

て、竹をたたくと、コォンコォンとひびくような

音がしました。とても、いい音でした。またいき

たいです。 
                苅森 ほのか 

バンブーハウスは、たけとひもだけでできてい

るのにびっくりしました。それに 20 人ぐらい乗れ

るのがすごかったです。おくの方まで行くのが一

番楽しかったです。バンブーハウスはとてもすず

しかったです。バンブーハウスにしょう待してく

れて本当にありがとうございました。とても楽し

かったです。キャラクターが決まるのが楽しみで

す。わたしがとうひょうしたキャラクターになる

といいです。 
雀部 侑瑞 

今日は、バンブーハウスに行かせてもらってあ

りがとうございました。わたしは、バンブーハウ

スで使っていた竹と、はえている竹のさわりごこ

ちがちがいました。バンブーハウスの竹は、つる

っつるで、はえてた木は、ちょっとざらざらでし

た。あんなに竹を使っていたら、キャンプで宿は

くするのにピッタリだと思いました。 


