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立命館大学 女子陸上競技部 三浦佑美香（経済学部 3 回生） 

自分たちが思っている以上にゴミが落ちていて、驚いたのと同時に 

普段から自主的にゴミ拾いを行なっていかなければならないと思いま 

した。また、今日の活動のなかで、地域の方々と楽しくお話をするこ 

とができ、とてもよい交流となりました。 

これからも、地域の方々への感謝の気持ちを忘れず、目標に向かっ 

て頑張っていきたいと思います。 

 

     南笠東まちづくりセンター 所長 浅井 利治 

７月８日(日)に開催された、『第２回清掃ボランティアの日』は、西日本に大変な被害をもたらした降雨

が前日まで続いておりましたが、当日は天候が回復したことから、予定どおり学区内全域の清掃活動が行

われました。メイン会場となった狼川河川公園では、８時３０分から受付が始まり、大学生・中学生を中

心とした「まち歩きキャラバン隊」が４コースに分かれて、学区内の清掃活動を行いました。多目的広場

とグラウンドゴルフコースでは雑草取りを行いました。 

清掃活動のあとで参加者は多目的広場に集合して「狼川河川公園の活用イベント」が行われました。イ

ベントでは清掃ボランティアとして参加された立命館大学ラクロス部からの模範演技や男子・女子の陸上

部の活動紹介、全員参加しての〇×(まるばつ)クイズが行われました。 

主催された自治連合会では、この日に、河川愛護活動として狼川の堤防草刈りを実施された町内会にも

「河川公園の活用イベント」への参加を呼びかけました。川瀬自治連合会長は、多くの方々がそれぞれの

目線でまちを美しくしていこうという気持ちで取り組んでくださったことに感謝の意を表されました。 

 



（２）平成 30 年８月１日           地域パートナー情報南笠東                第 128 号 

 未来・夢プロジェクトからのお知らせ（Ⅸ） 

【水とみどりのまちづくりの実践】 

1. 散水装置が活躍 

連日の猛暑に狼川河川公園の芝生の散水設備の水道栓にタイマーを 

  取り付けることによって、労力の負荷の低減を図ることができました。 

２．新幹線からパナソニックの通路の改善 

河川公園の安全を図る手立てとして、この地域の雑草を刈り取り、新 

幹線高架部分をパナソニック側から見通せるようにしました。また、河川堤防も生い茂っていた草 

を刈り取りました。このエリアをもう少し整備して水辺に花を咲かせる構想を検討中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「プラス 1 ＆ オンリー1」の学校づくりにむけて      南笠東小学校長 西村 洋 

始業式で子どもたちや教職員に「プラス１」～つぎの１つ先へのチャレンジ～の話をしてスタートした

１学期が無事終わりました。学習の場や友達との関わりの中で、１つでき 

たことやがんばったことが積み重ねられた１学期になりました。 

 また、南笠東小学校らしさも実感できた１学期でした。狼川学習、いじ 

めをなくす行動宣言、３０周年に向けたスペシャル授業やアート作品づく 

り・・・、地域の皆様のご支援もたくさん受けました。 

これからも、南笠東小学校だからこそできる「オンリー１」の取組を進 

めていきたいと思います。 

「地域のパネル展」のお知らせ 
滋賀銀行南笠支店のロビーにパネル展を実施中。 

8 月からは「第２回清掃ボランティアの日」の様

子の写真を展示いたします。 

ぜひご覧ください。 

また、作品は随時募集していま 

す。ジャンルは問いません。 

詳しくはまちづくりセンターまで。 

 

 

ふれあい健幸ウォーキング実施中！ 

 

実施日：毎月第１土曜日開催(今月は 4 日開催) 

受 付：８時３０分(10月以降は時間変更あり) 

出 発：８時４５分  解 散：１０時３０分 

集合場所：南笠東まちづくりセンター 

距 離：約５Km  まちづくりセンター起点 

＊当日の気象庁の天気予報の降水確率が 60％以

上または警報発令時、その他危険が予想され

る場所は中止になります。 

問合先：南笠東まちづくりセンター 

Tel/Fax：561-8469 

主 催：南笠東学区体育振興会 

子育てサロンあそぼ『夏まつり』 
日 時：8月 21 日(火)10 時～12 時 

場 所：南笠東まちづくりセンター 

対象者：０歳児～未就園児とその保護者 

内 容：夏まつり企画（水を使っての遊び等） 

持ち物：ぬれてもよい服装や、タオルや着替え 

水分補給ができるように、飲み物もお

忘れなく。 

民生委員児童委員協議会 

離乳食レストラン🍴のご案内 
日 時：9月 21 日(金)9 時 30 分～12 時 

場 所：南笠東まちづくりセンター 

対象者：4～10 ヵ月児と保護者（同伴） 
 

詳しくは広報くさつ 8月 1 日号をご覧ください。

または草津市ホームページ（草津市離乳食レスト

ラン）で検索 

☆日頃子育てで悩んでいる事など座談会の時間も

あります。月齢の近い子どもさんや親御さんと

交流する機会にもなると思います♪ 

 

お会いできるのを楽
しみにしています 

健幸なまち南笠東プロジェクト 健幸講座第 2 弾 

高齢者の食生活について 
日時：8 月 23日(木) 

14 時 30 分～15 時 30 分 

場所：南笠東まちづくりセンター 

講師：近江草津徳洲会病院 管理栄養士 

申込・お問合せ：南笠東まちづくりセンター 

        Tel・Fax 561-8469 

7 月は雨のため中止しましたが、年間６回

実施します。健幸リフレッシュ指定事業で

すので、ぜひご参加ください。 
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７月１１日（木）～１４日（土）南笠東まちづくりセ 

ンターで恒例の通学合宿を行いました。今年は応募者多 

数のため抽選の結果、４年生～６年生の児童３５名と中 

学生サポーター１名の計３６名が参加しました。 

 初日の 11日 14時から開校式を行い、各班のメンバ 

ーの紹介と班の目標を発表しました。初めての宿泊体験で 

夜なかなか寝付けない様子でした。２日目は６時に起床、ラジオ体操をし、朝食をいただいて登校しました。

帰館後はメグミルクの方から食育のお話を聞き、１４日の朝食のための買い物に出かけました。そして、晩

ご飯のカレーとサラダは自分たちで作りました。おいしく出来上がりました。晩ご飯の後、初日に聞いた消

防署の方の話を思い出し、班に分かれて花火をし、最後の打ち上げ花火では大変盛り上がりました。この日

はドラム缶風呂に入りました。珍しいお風呂にお手伝いに来られた保護者の方も興味津々でした。 

 最終日は、各班で朝ごはんを作り、卵焼きやフレンチトースト、スクランブルエッグなどおいしそうに出

来上がりました。お昼は恒例の流しソーメンをいただき、みんな大興奮で食べていました。閉校式で地域の

方の感想を聞き、記念写真を撮り解散しました。 

ご協力いただきました地域の団体、保護者のみなさま、お陰様で子どもたちが３日間楽しく過ごせました。 

めだか学級 七夕会 
青少年育成学区民会議 船越 康代  

 

 

 

 

 
 

７月 3日（火）南笠東まちづくりセ

ンターで七夕会を開催しました。 

 えふえむ草津で活躍されている

GINLALA（音楽ユニット）歌のお兄

さん、お姉さんのギター、ピアノ演奏

で、歌に合わせて、紐で繋いでお散歩

ごっごをしたり、動物遊び、お母さん

達も一緒に歌ったり踊ったり、子ども

達は大喜びで盛り上がりました。 

 最後にお兄さん、お姉さんから 

歌「ありがとうの花」のプレゼン 

トをいただきました。 

 短冊に願い事を書き、 

笹に飾り、お土産に“く 

るくるレインボー”をお 

渡ししました。 

子ども 25名,大人 24 

名の参加をいただいき、 

とても楽しいひと時を過 

ごすことができました。 

一般公開ケース研究会開催 
テーマ：「きく」ってなぁに？ 

～よりよいコミュニケーションをめざして～ 

南笠東学区更生保護女性会 学区長 清水 節子 

 ７月７日（土）午前１０時～第６８回一般公開ケース研究会に

ご参加いただきありがとうございました。 

初めに黒川様（学区保護 

司）の講話で勉強会を実施 

いたしました。次に A～D 

で分散会となりました。 

現代社会は親も子どもたちも大変忙しい中、時には立ち止まり、

子どもたちには温かい言葉で接して、「聴く」を大事にこれからも

見守っていきたいと思います等の多くの意見交換ができました。 

 これからも微力ではございますが、このような機会を通して、社

会を明るくする運動・研究会を実施することで学んでいきたいと

思います。 

楽しかった「南笠東通学合宿」 

流しソーメンの様子 

GINLALA 

のおふたりと 

子どもたち 

くるくる 

レインボー 

分散会の様子 

南笠東学区「人権のつどい」 
「知ってほしい！知っておきたい！知的障がい・発達障がい」 

      ６月２９日（金）南笠東小学校の体育館で１００ 

名の方に参加いただき「人権のつどい」を開催しま 

した。講師に「手をつなぐ育成会」理事長の﨑山美 

智子さんをお迎えし、ご自身の体験談をはじめ、知 

的障がいと発達障がいのそれぞれの特徴や違いを 

わかりやすくお話していただきました。 

また、疑似体験を通して障がいのある方と、その 

ご家族やサポートされる方の気持ちを共感するこ

とができ、理解と認識を深めるよいきっかけとな

りました。 

 

 

﨑山美智子さん 

軍手をしての折り紙  
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第２回シニアのつどい 

新 クリーンセンター 
を見学 

日 時：平成 30年度 9月１9日（水）   

出発 9：00～12：３0頃帰着 

場 所：草津市立クリーンセンター(草津市馬場町1200番地25) 

参加費：無料  定員：３５名(先着順) 

対象者：６０歳以上の草津市在住在勤の方 

申 込：南笠東まちづくりセンター 事務所まで 

申込受付開始：８月７日(月)～  

定員になり次第締め切ります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりセンターからのお知らせ 

第２回やすらぎ学級  

  

７月１８日（水）アン・ディ・ムジークの皆さんをお迎 

えし、暑い中にも関わらず４８名の方が参加されうた広場 

を開催しました。 

最初は皆さんで一緒に歌を歌い、声を出しました。次に 

それぞれいろいろな打楽器を持って演奏しました。見たこ 

ともない打楽器もあり、皆さん笑顔の大合奏になりました。 

最後は手ぬぐいを使った体操をして、脳活もしました。今回は６・７月生まれの方の誕生会をして終わ

りました。 

 

うた広場  アン・ディ・ムジークの皆さん 

第１回わんぱくプラザ南笠東 

ニュースポーツにチャレンジ！！ 

 

 

            6月 16日（土）に南

笠東小学校運動場で、23名の児童が、ディスク

ゴルフや、ペタンク、グラウンドゴルフを体験し

ました。体育振興会のみなさんにご指導いただ

き、少しずつコツを掴み、上手にできるようにな

ると「楽しかった！またやりたい！」などと、再

チャレンジに意欲を燃やしていました。PTAの

お母さんがたにもご参加いただき、楽しく過ご

すことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

（ディスクやっと 
ゴールに入ったよ！） 

グラウンドゴルフ（次で決めるぞ！） 

ペタンク（距離をちゃんと見て～） 

みんなで楽しくリズムにあわせて♪ 

展示コーナーの紹介と作品募集 
まちづくりセンター１Fサロンで「ふしぎな花

倶楽部」の押し花絵を 8月 31日まで、展示

しています。繊細で美しい作品をぜひご覧くだ

さい。 

 作者紹介 

 中村 しげ子さん  

前田 和美さん 

 山本 由美子さん 

 

 

 

 

 

 

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。 

第１回シニアのつどい 

 
  

６月１３日（水） 

「いきいき生活支援 

ネット」代表の長岡 

人見さんと立木さん 

を講師にお迎えし、 

脳活ゲームをしました。 

４0名の方が参加され、立木さんの脳梗塞を患い現状に至

るまでのお話を聞き、勇気と希望を感じました。長岡さん

の脳活ゲームでは、皆さん笑顔で挑戦し、とても楽しんで

おられ、脳が活性化していることを感じておられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
まちづくりセンターの

コインコピー機が新し

くなりました。 

 
（料金） 

 

講師の人見さんと立木さん 

指定ごみ袋の引換期限は 

9月末まで 

草津市指定ごみ袋引換券

での「引換期限」は 9 月

３０日までです。 

お忘れないよう、早めの

引換をお勧めします。 

 


