
令和 4 年度 第 5 回 菩提寺まちづくり協議会合同役員会 

      日時：令和 4 年 8 月 10 日(水)  19:30～ 

      場所：菩提寺まちづくりセンター中会議室 2 

出席者  (敬称略) 

まち協  鵜飼 粟津 川上 長島 中村 浅井長 田中 浅井基 大黒  

区 長  湯淺(北山台) 廣嶋(菩提寺) 森本(三上台) 山本(イワタニランド)  

自治会  西村(サイドタウン自治会長)  山本(北山台自治会副会長) 立岡(みどりの村自治会長  

 早瀬(近江台自治会副会長)  後藤(菩提寺副区長)  

欠席  小川監事 徳田監事 須谷(イワタニ自治会長)  

 

 

会長報告  鵜飼会長 

1. 菩提寺まちづくりセンター消火 BOX 設置について 

消火 BOX は湖南市の費用で設置します。 

使用訓練：取付以後早い時期に湖南市消防団 第２分団 班長 菅沼宣行氏の指導で行いま

す 

 

2. 令和 4 年度湖南市まちづくり表彰候補者の推薦について 

地域のまちづくり治動において顕著な功績のあった団体または個人の方を対象に「まちづく

り表彰」を行っています。つきましては思われる方があれば推薦して下さい 

（補足） 

消火 BOX の管理者に関しては、現在調整中です 

（質問） 

表彰候補者が区からの推薦と重複した場合はどうするのか？ 

（回答） 

まち協から、区に事前に相談することとする 

 

協議事項及び承認事項 

○自治会からの連絡・要望等 

 ハイウェイサイドタウン 

7 月 30 日 夏祭りの代わりにお楽しみ会と花火大会を実施しました。 

花火大会の参加は、サイドタウン 266 名、イワタニランド 58 名、近江台 17 名、その他を含め、

344 名の参加がありました。アンケートの結果も好評で、今後も 3 区合同で続けてほしいとの声

がありました。また、これによるコロナ感染の報告はありませんでした 

（質問） 

大きな花火は危険との自治会の意見もあるのですが、小学校で上げることに対して、許可はどう

したのですか 

（回答） 

小学校への問い合わせた際に、PTA でも子どもたちのためになにかを実施したいとのこともあり、



協力を得られた。市役所の許可を得てから、消防の許可を得られたが、これより大規模な花火

の場合は、スプリンクラー等の消火装置が必要になるとこと。また、火傷等の怪我に注意して、

観客側に飛ばないようにすることが大事。 

 北山台 

通学路が危険との相談がサポート隊から自治会に協力依頼があり、9 月から役員とブロック長で

立ち当番をすることになった 

北山台祭りは中止なったが、今後のコロナの様子を見て縮小して開催することも検討中 

 みどりの村 

8 月 7 日の班長会議で、20 日の夏祭りを中止決定した。代替案を次回会議で検討する 

11 月 6 日のイベントは、湖南市の秋季体育大会の状況をみて、開催可否を決める 

 近江台 

7 月 23 日夏祭りを規模縮小して開催した 

熟年会の開催は、12 日の役員会で協議する。開催しない方向で話し合う予定 

 イワタニランド 

8 月 21 日に草刈りを実施します 

敬老会は中止 

 菩提寺 

夏祭りは中止 

老人の集いも中止 

 三上台 

9 月 19 日長寿を祝う会を開催します 

地区防災計画を今年度中に作成する予定です 

（補足） 

他の地区防災計画を参考にされるなら、粟津副会長が資料集め等の協力をします 

 

○福祉・安全委員会報告   浅井長委員長（川上副会長代読） 

【報告事項】 

1. 菩提寺「すくすく食堂」の開設について 

1) 第 50 回（7/16 開催）  

・メニューは「かつ丼＋お吸い物＋わらび餅」 

（補足）冷凍カツは近所からいただいたもの 

・“遊びと学ぶ”は「グライダーづくり」に挑戦 

・参加者 合計６６名（子ども 47 名、大人 19 名） 

・参加費 10,400 円 （子ども 100 円/名、大人 300 円/名） 

・スタッフ会議は 7/11(月)19 時 30 分～開催 

2) 第 51 回（8/20 開催予定） 

・メニューは「ミートスパゲティー」⇒テイクアウト対応も並行して検討 

・“遊びと学ぶ”はなし（新型コロナの感染拡大を考慮して） 

・スタッフ会議は 8/17(水)19 時 30 分～開催予定 

（補足）現在のところ参加申込者が少ない 



3) 第 52 回（9/17 開催予定） 

・メニューは未定 

・スタッフ会議は 9/12(月)19 時 30 分～開催予定 

4) 助成金申請 

①赤い羽根福祉基金 X アサヒ飲料「こどもたちの明るい未来づくり基金」助成事業 

・6/20 に上限額の５万円を申請⇒受諾いただいた。 

②滋賀の子ども・若者のほほえむ力サポート事業「子ども食堂等緊急支援助成」 

・7/20 に上限額の 10 万円を申請⇒県社協に受理いただいた。 

助成要件として 7 月、8 月、9 月に 3 回以上の子ども食堂開催が条件 

（補足）市からの助成金３０万円がなくなり、１５万円がこれらで補填される 

2. 地域支えあい推進事業について（活動報告） 

１）まちづくり連絡会議・・7/12 

２）支えあい推進員連絡会議出席・・7/20 

３）安心応援ハウス事業「サロンでつどい」/センター事業共催・・7/13 陶芸 

講師：粟津 寬楽 さん（近江台） 参加者：31 名 

４）「実のなる会」＝地域のことを有志で話し合う会・・7/6  

参加者 社協含め 9 名  

身近な生活支援について検討した。   次回予定 9/7 

５）フレイル予防講座（コロナ禍で延期していた講座）開催・・7/19   

県管理栄養士と湖南市高齢福祉課（歯科衛生士）によるフレイル予防について。 

体力測定：参加者 24 名 楽らく会メンバー13 名の支援あり 

６）第 1 回地域支えあい推進員養成講座出席・・7/27 

７）ささえあい新聞第 8 号 発行・・８/10  

８）安心応援ハウス事業「サロンでつどい」・・8/10 夏の健康講座  

講師：影山 尚子氏（みどりの村） 

９）SUKUSUKU かふぇ記念イベント実施のお手伝い・・８/24 予定 

10）第 8 回すくすく会議・・９/９(金)19：00～予定 

3. 福祉･安全委員会の開催 

①8 月度は子ども食堂運営スタッフ会議のみ開催⇒8 月 17 日(水)（19 時 30 分～） 

②9 月度は 9 月 12 日（月）19 時 30 分～「すくすく食堂スタッフ会議＋委員会」 

4. まち協カフェの利用状況 

・７月度：稼働日 20 日 飲み物合計 414 杯（＝名） 売上 65,550 円（予定の半分） 

5. 2022 まちづくりフェスタ対応（委員会の担当範囲） 

・サークル等の活動発表の部を担当 

・サークル等の活動発表は 10/30(日)とする。⇒詳細は別紙 

・まちセン、コミュニティセンター利用サークル等への案内文発送（８月 12 日） 

（出演の意志を確認と説明会開催の案内） 

・説明会開催は 9 月 1１日(日)１０時～１１時 

6. 10 月 2 日に行われる湖南市防災訓練への対応 

○菩提寺まち協として各区の状況把握訓練を実施します。 



・まちづくりセンターに連絡本部を 8 時に立上げます。（鵜飼会長＋浅井） 

・各区と簡易登録局無線機（CH22）を使い、被害状況・安否確認状況の情報を集約します。 

・各区の情報は、まちづくりセンター内に設置される「地区連絡所（湖南市が開設）」に報告し

ます。 

 

○文化芸術委員会報告    田中委員長 

1. 歴史の小径整備作業 

７月２３日（土）９：００～ 

今回は多宝塔の周りの草刈りと散策路の草刈りを行った。朝、雨が降っており実施するかどうか

紛らわしい天気だったが、９：００になって快晴になった。４名参加 

2. 文化芸術委員会・資料室運営協議会定例会 

日時：  2022 年 7 月 2３日（土）14：00～16：00 

場所：  菩提寺まちづくりセンター  

参加者： 高井義三、井上謙二、新谷浩二、岡島敏広、副島京子、田中秀明 

1) 合同役員会の報告 

① まちづくりフェスタの担当 展示部会（昨年と同様）８月から準備委員会を立ち上げスタート

する。１０月２３日（日）から展示は一週間の予定。 

2) 文化芸術委員会の活動 

① 田中宏明氏がまとめてくれた資料をスキャンしてパソコンに入れる。ファイルが２０冊あり。取

り込みをした後、見やすく編集して一部は公開できるようにしたい。 

② 歴史ワークショップをどうするか。小学校の６年生が作成した歴史パネルの展示を行う時に

同時に開催する。1 月～２月（雛人形の展示と重ならないように１月末ぐらいに設定） 

3) 歴史文化資料室の活動 

① 歴史講座 ７月３０日（土）13：30～15：30  

講師 藤岡 英礼氏（栗東教育委員会） テーマ：「いわゆる少菩提寺について」 

当日参加者  ２４名 

② 資料室の展示方法内容を変更する。椿井文書の展示の解説文の変更等。 

③ 秋の企画展のテーマの決定。８月２７日までに決定する。過去にやったテーマでも味方を

変えてやってみるのも良い。田中宏明氏の集めた資料を皆で見直してみる。 

4) 菩提寺山の散策路の整備について 

① 散策路が複数あるので、散策路に名称を付けて、案内板とマップに共通の名前で表示す

る。名前を決めるのに、皆に確認してもらう。地図と看板、案内板の表示を統一して行く。 

② 歴史の小径の多宝塔の前にある案内マップが不正確なので、新しく付け替える。マップを

新しく作り直す。マップ作成中。８月中に再度笹谷氏と打ち合わせを行い、詳細を決める。 

5) 今後の予定 

① ８月２７日（土）・９：００～１１：００歴史の小径の整備作業 

② ８月２７日（土）・14：０0～16：3０ 定例会 まちセン 

  ＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定が変更になる場合があります。 

依頼事項 

① まちづくりフェスタ 2022 の内容についての説明と一般展示作品の募集チラシの回覧を各



自治会でお願いしたい。                                             

 

○地域活性化委員会報告    浅井基委員長 

委員会の報告事項、予定 

1. 竹林整備 

きずな会さん 14 名、まち協 5 名で竹林周辺の草刈りを 7 月 31 日（日曜日）朝 7 時 30 分～9 時

30 分で行いました。 

2. カブトムシの販売 

7 月中旬～センターで販売していますが、あまり売れていません。 

各区の夏祭りもなく、近江台の夏祭りで 1 ケース売れたのみでした。 

今の所 20 ケース 1 万円程の売上です。エサ代もかかりますので、盆過ぎ位には自然に返す予

定です。 

3. 平茸の原木の販売 

10 月位に平茸の原木の販売の予定です。 

詳細は 9 月の合同役員会で案内文を渡す予定です。 

（質問） 

例年、平茸となめこを販売していたとおもうのですが？ 

（回答） 

今年は、平茸のみの販売となります 

 

次回運営委員会は 8 月 17 日（水）19 時 30 分～以上 

 

○子ども育成委員会報告    大黒委員長 

報告事項 

1. ポンポン船作り（土曜日事業支援） 

日時 …   令和 4 年 8 月 28 日（日）9：30～12：00（受付開始 9：00） 

場所 …   菩提寺まちづくりセンター 

内容 …   ポンポン船制作、完成した船を使用しレース（タイムを競う） 

 賞状、缶バッジメダル 

参加者 …  菩提寺小、菩提寺北小、児童（保護者同伴） 

申込み …  菩提寺小 23 名、菩提寺北小 23 名、合計 46 名 37 世帯 

 

開催において、できる限りの感染予防対策を行い、申込み者の参加については状況を理解

し了承のうえ、各保護者に判断していただく。 

但し、今後の急激な感染拡大や、緊急事態宣言などの状況により、中止の場合もあり 

 

2. 夏休み夜間巡回 

７月 22 日～継続中 

 

3. 愛のひと声あいさつ運動 



9/5(月)から両校にて開始予定 

 

4. 湖南市青少年育成市民会議との連携について 

・中学生広場「私の思い 2022」 動員 1 名 

日時 8 月 20 日（金）13：15～ 16：00 

場所 米原市 米原学びあいステーション 

開催縮小のため、参加自粛の要請があり、参加を見合わせる 

 

次回委員会 令和 4 年 9 月 5 日（月） 

 

○まちづくりフェスタ説明 

１０月２０日（木）及び１０月３０日（日）の２日間、各区から１名のサポートをお願いします 

予定表及びサークル活動発表に関する資料は巻末に添付します 

 

○その他 

 

 

承認署名 



展示関連 ステージ発表関連
（ホール・通路・第2会議室) （多目的ホール・和室）

8月10日（水） 19:30 〜 21:00
展示参加者申込書の回覧 自治会回覧

8月12日（金） サークル発表案内送付 まちづくりセンター
9月2日（金） サークル発表参加申込締切 参加希望サークル

9月11日（日） 10:00 〜 11:00 展示・発表サークル代表者

10月20日（木） 9:00 〜 11:00
自治会サポーター(1名/区）
実行委員(田中・浅井)

10月22日（土） 9:00 〜 12:00 展示物搬入 参加者→展示実行委員(田中)
9:00 〜 12:00 ハリキリンピック準備 ⼦ども育成委員会(⼤⿊)

13:00 〜 16:00 ハリキリンピック ⼦ども育成委員会(⼤⿊)
10月23日（日） 9:00

10月30日（日） 15:00
10月30日（日） 9:30 〜 14:30 ステージ発表
10月30日（日） 15:00 16:00 展示物引き取り ステージ片付け・移動 自治会サポーター・実行委員(田中・浅井)

16:00 17:00 展示パネル撤収 自治会サポーター・展示実行委員(田中)
10月31日（月） 9:00 17:00 小学校・こども園作品引き取り 展示実行委員(田中)

日時 関係者

10月23日（日）

令和4年 まちづくりフェスタ 予定表

実行委員(田中・浅井）

合同役員会議

展示参加者・サークル発表参加者への説明会

ステージ移動・展示パネル設営

〜

展示
ハロウィンコーナー
(写真撮影コーナー）



7 月 10 日合同役員会資料【福祉・安全委員会別紙】 

 

菩提寺まちづくりフェスタ 2022 

～ハッピー・ハロウィン～ 

 

【サークル等活動発表の部】・・・・・・・・担当：福祉･安全員会（部会長：浅井） 

 １．開催日 10 月 30 日（日） 9 時 30 分開演～14 時 30 分終了を予定 

   ・ハリキリンピックが新型コロナウイルス感染防止対策から、広い会場（多目的ホー

ル）にて 10/23(日)に開催をする。 

・同日開催を避けるため、サークル等活動発表は 10/30(日)開催とする。 

 

 ２．参加対象（案内書送付先） 

   ・菩提寺まちづくりセンター及びコミュニティセンター利用サークル 

   ・過去､まちづくりフェスタに参加（出演）したサークル・同好会・団体 

    ※密を避けるため、子ども園には声掛けをしない。 

 

 ３．開催案内書の発送 

   1)発送日    8 月 12 日（金）を予定⇒8 月 10 日の合同役員会の審議を経て 

   2)案内書の内容 フェスタ開催日時⇒10 月 30 日（日） 9 時 30 分開演 

参加（出演）の意思確認⇒応募の締切は 9/2(金) 

説明会開催日時⇒9 月 1１日（日）10 時～11 時 

           リハーサル日程⇒10/25(月)～10/29(土) 

           加盟団体等の新型コロナウイルス感染対策内容（ご教示いただく） 

  

４．運営面での従来との相違点（新型コロナウイルス感染防止対策等から） 

   ・各サークル発表の間の時間的余裕を持たせる（換気） 

   ・密を避けるため舞台裏は使用しない。 

   ・控室（和室）の人員制限 

   ・次の出演サークルは子どもの部屋で待機 

   ・動線の重なりを回避 

   ・舞台と観客席との間の距離を十分にとる。 

   ・観客席の人数制限（着席して観ていただく） 

   ・マスク（シールド）等を着用しての出演 

（市の指導マニュアルを確認した上で判断） 

 

 ５．各区・自治会への協力依頼 

   ・展示の部からのパネル設営の協力依頼日（10／20（金）9 時～11 時）に、ステー 

ジの移動を協力いただきたい。 

 

 ６．企画・運営面での協力依頼 

   ・プログラム作成・運営は福祉安全委員会が中心になって準備を進めますが、これま 

    で永く「サークル等の発表の部」に携わってきていただいた鵜飼佐知江氏に副部会 

長として協力をいただく。 

 

以上 


