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「理想のまちを誰かが・・・」から 

「みんなで創るまち」へのギアチェンジ 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

平成３０年度 まちづくりの出発    南笠東まちづくり協議会 代表 川 瀬 善 行  
 

南笠東学区のまちづくり協議会は、５つの担当部

局が自主・自立の精神でそれぞれの事業分野の拡充

をすすめ、協働を育むプラットホームとして学区の

事業調整を行う包括的な機構です。本年度は、時代

の変化やスピードに適応するために事業分野の大半が

４月に総会を開催ました。 

また、昨年４月にまちづくりセンターはまちづく

り事務局として、これまでの情報発信に加えて、地

域コミュニティを構成する諸団体へのサポートや学

区の特色を生かしたオリジナル名刺の作成サービス

など新たな業務展開の兆しが見えてきました。 

このような状況を背景に開催させていただいた出

発式は、学区住民だけでなく、私たちのまちに関心を寄せてくださる多くの方々がご参加をしてください

ました。学区のスタートから 10周年となる平成 22年に、さまざまな人たちが出会い、みんなが知恵を

出し合って、まちづくりに関する関心を高め、日進月歩を心がける土壌づくりとなることを願い、掲げた

南笠東学区のまちづくりスローガン『素敵な出会い みんなで創るまち 南笠東』が、この１０年間で

徐々に開花し「動いているまち」の実感が伝わってまいりました。ありがとうございました。 

発行：南笠東まちづくり事務局

電話・FAX ０７７-５６１-８４６９ 

びわこ学園に寄贈した花壇 

 

さまざまな想いを 

実現させていくために・・・・ 

まちづくり出発式（総会） 
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 未来・夢プロジェクトからのお知らせ（Ⅷ） 
        昨年３月（119号）から開始したシリーズ「未来・夢プロジェクトからのお知らせ」を 

本年度も継続して投稿させていただくことになりました。宜しくお願いします。 

1. グラウンドゴルフの利用申込【狼川河川公園の情報】 

多目的グラウンドの芝生化によりグラウンドゴルフの優先利用日を月・ 

水・金とさせていただいていますが、まちづくりセンターでグループの 

申込の受付をしながら徐々に所期のグラウンドゴルフの活用に戻させて 

いただきます。詳細は、まちづくりセンターでお尋ねください。 

２．第５章のテーマは「初夏の香り」【地域のパネル展】 

滋賀銀行南笠支店様のフロアをお借りして地域の人々の作品紹介（第５章）を６月上旬から約１ 

ケ月の予定で開催します。第６章はテーマ「地域の魅力発見」で絵・写真などを募集中です。 

展示は、学校や施設からの出展や自由テーマによる作品展示も行いますので、是非、ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「南笠東小学校開校３０周年記念事業」について 南笠東小学校 校長 西村 洋 
 

 本校は今年、創立３０周年を迎えました。2回の実行委員会を開催 

し、現在、下記の取組を進めたり、地域からのご支援をいただいたり 

する予定ですので紹介いたします。 

1. 記念事業関係 

・横断幕の作成 

・・・「ありがとう！明日への未来へ！プラス１」 

草津市立南笠東小学校開校３０周年 

・航空写真撮影と記念品（クリアファイル）の作成  

・記念ポロシャツやジャンパーの作成・・・３０周年のロゴ入り 

2. 記念誌の作成 

3. 記念式典 

・１１月１０日（土）「３０周年学びのフェスティバル」の開催 

地域（自治連合会）より 

1）体育館ステージ脇幕を新調 

2）狼川河川公園に児童が図案化した 

「３０周年記念モニュメント」を設置 

草津市赤十字奉仕団 南笠東分団発足       南笠東分団長 棚橋 清子 

この度、私たちは長らくお世話になった玉川分団より分離し、南笠東分団として活動することになり

ました。どうぞよろしくお願いします。 

 ひところ「災害は忘れた頃にやって来る」と言われていましたが、今は、夢覚めぬうちに次々と想定

外の災害が世界や日本のあちこちで起こり被害も甚大です。幸いに私たちが住む草津市は、西日本一住

みやすい街といわれるように、大きな災害もなく幸せな町に思われます。でも、一分先はわかりませ

ん。いつ被害者になるかもわかりません。そのような中で、私たちの 

活動は防災や災害時の対策などを使命としていますが、常に一人一人 

が見識を高めるとともに地域の絆を強くしていく必要があります。 

 その取り組みに向けて団員は勿論のこと地域の皆様と協力し合い、 

仲良く楽しい分団活動に取り組んでまいりたいと思っています。 

皆様のご支援、ご協力を切にお願いいたしますとともに、一緒に活動 

をしてくださる方を募集しています。団員大募集中！！「入団しても 

よいかな」と思っていただける方はこの機会に是非とも南笠東まちづくりセンターまで連絡をお願い

します。 

は 

 

主な行事は、 
７月２０日（金）１学期終業式 
7 月 25～27 日 地域公開講座 

記念すべき年に入学した

６１名の児童とともに実

り多き１年にしたいと思

います。 
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玉川中学校より 

  玉川中学校 校長 藤居 朋寛 

平成３０年度 玉川中学校は１年

生１５５名を迎え４９３名でスター

トしました。「自律・友愛・創造」の

実践に向けて様々な取り組みを進め

ていきます。

☆めだか学級☆「たなばた会」 
ちびっこあつまれ！ 

まちづくりセンターで活動されている自主教

室の方と一緒に活動しよう！ 

卓球や 3B 体操、フラダンス、手話、クッキ

ングなどの体験をしていただきます。 
 

期間 7月下旬～8月上旬 

(自主教室によって活動日が異なります) 

※詳しくは小学校で配布される 

チラシをご覧ください。 

お問い合わせ、お申込みは南笠東まちづくりセンター（☎561-8469）まで 

今年度の主な行事予定 

６月１５日（金）PTA 講演会・学級懇談会              

７月２０日（金）一学期終業式 

８月２５日（土）PTA 環境美化作業 

８月２７日（月）二学期始業式 

９月１１日（火）玉中祭 文化の部 

９月２０日（木）玉中祭 体育の部 

南笠東学区地域協働合校 

 狼川の五差路にあるわおんの広場の花壇にお花

を植えます。小学校のお昼休みを利用して児童が植

替えに来てくれます。その時の花壇整備の準備や子

どもたちと一緒にお手伝いくださるボランティアを募集

します。 

日時：6月２５日(月) 12時 40分～13時 30分頃まで 

※子どもたちは 13時頃に花植えに来ます。 

 

       更生保護女性会 会長 清水 節子 
 

4 月 28 日に総会・研修会・交流会を終え、新

年度をスタートしました。今年度の一般公開ケー

スを下記のとおり開催いたしますので、更生保護

女性会会員様はじめ、多くの地域の皆様のご参

加、ご協力をお願いします。  

        記 

日 時：7 月 7 日(土) 午前 10 時から 

場 所：南笠東まちづくりセンター 大ホール 

青少年育成学区民会議 

 

日 時：7月 3日(火) 午前 10時から 

場 所：南笠東まちづくりセンター 大ホール 

内 容：GINLALA(音楽ユニット) 

     歌のおにいさん、おねえさんと一緒に歌って 

踊りましょう♪ 

     くるくるレインボー！笹かざりをつくろう！ 

対象者：０歳児～未就園児と保護者 

参加費：無料 “おみやげもあるよ” 

申込み：南笠東まちづくりセンター TEL/fax561-8469 

締切り：６月２６日(火) 

入学式の様子 

地域住民の快適な生活を維持するととも

に、円滑な住民自治の推進とまちの活性に

貢献することを目的とし、公共的な広場の

除草活動、通学時の子どもの見守り、それ 

に関連または付帯する事業を 

行います。 

日 時：７月２７日（金）19:00～ 

場 所：南笠東まちづくりセンター 大ホール 

講 師：中谷 仁彦さん 

（草津市立少年センターあすくる所長） 

演 題：「子どもたちはいま」 

＊子どもの人権についてお話をしていただきま

す。ぜひご参加ください。 

人権教育推進協議会 

更生ペンギン 
ホゴちゃん 
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展示作品募集！！ 

 サロン展示コー 

ナーに展示してい 

ただける作品を募 

集しています。 

ジャンルは問いませんので、ぜひこの

コーナーをご活用ください。 

 

 

 

「夏休みこどものつどい」 
のお知らせ 

南笠東学区の小学生を対象にまちづ

くりセンターを２日間開放します。 

いろいろな楽しい企画を用意してい

ます。みんなで楽しい夏休みを過ご

しましょう！ 

開放日 ８月１日（水）、２日（木） 

詳しくは、小学校で配布 

されるチラシをご覧くだ 

さい。 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草津市景観１００選に登録されている南笠東学区 

の写真や、草津市公認マスコットキャラクターた 

び丸君のイラストの入ったあなたのオリジナル 

名刺を作成します。持ち込みの素材も OK！ 

ご注文は、 

１０枚（１００円）＋基本料１００円（愛の基金箱へ寄付）

から承ります。           

マイナンバーカードの申請登録会 
開催のお知らせ（無料・予約不要） 

 

 

 

 

◆日 時：６月２１日（木）９：３０～１１：００ 

◆場 所：南笠東まちづくりセンター２F 多目的室 

◆持ち物：不要 

＊写真は会場で撮影します。 

  【持ち込み可 サイズ縦 4.5 ㎝×横 3.5 ㎝】 

 

 

 

 

 

コンビニでの各種証明書発行や、電子申

請ができるほか、本人確認の公的証明書

にもなります。お持ちでない方はぜひこ

の機会をご活用ください。 

 

 

 ５月１９日(土) ２１名が参加し、日本ノル

ディックフィットネス協会の土井易さん、山田

絹代さんを講師に迎え、ノルディックウォーキ

ング講座を開催しました。 

最初に講師より基本的な説明があり、狼川グ

ラウンドに出て実際にポールを使って練習し、

ウォーキングコースを歩きました。 

「背筋が伸びるわ」「楽に歩ける」 

「腰、痛くないわぁ」などの感想 

をいただき、ノルディックウォー 

キングの良さを実感していただけ 

たようでした。ぜひ続けて健康な 

体を維持していただきたいです。 

大正琴デュオ「ニコル」 

の木瀬さん、畑中さん 

 

誕生日プレゼントを 

お渡ししています 

 おめでとう！ 

まちづくりセンター１階サロン  

展示コーナーの紹介と作品募集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

「初夏の輝き」と題し水彩画とパンフ

ラワーの作品を展示しています。 

地域で創作活動をされている方の作品

です。ぜひご覧ください。 

作者紹介  

水彩画   岩下 雅子さん 

  パンフラワー  高木 八重子さん 

 展示期間 ６月２３日まで 

 

  

 

 

 

 

 

南笠東のまち協・事務局だより 

お問合せ  南笠東まちづくりセンター 

       TEL/FAX ５６１－８４６９ 

 

 

 

 

講師の土井さん 

と山田さん 

ポールを使ってウォーキング
を楽しむ参加者の皆さん 

たび丸 

 ５月１６日(水) ６３名の方にご参加いただき、

やすらぎ学級開講式を開催しました。 

 大正琴デュオ“ニコル”さんをお迎えし、迫力

のある演奏をしていただきました。大正琴の音色

に合せ歌を歌い、開講式にふさわしく笑顔がいっ

ぱいの明るいスタートになりました。 

今年度は新企画として、学級生の皆さんの誕生

会をし、心のこもった手作りのプレゼントが渡さ

れました。 


