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福祉委員制度

来年４月から本格活動
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563-6206

地 域の福 祉力向上 めざす

町内会などと連携して取り組ん 次の通りです︒

でいきます︒また︑地域の行事 ①地域の福祉ニーズ︵要望・問
などにも積極的に参加し︑ご近 題など︶の把握

所の方との繋がりを深め︑いき ②福祉ニーズを抱えている人へ

いきしたまちづくりを心がけま の見守り安否確認等
す︒
③ 生きがいづくり︑ふれあい

に不安を覚え︑手助けを必要と を置くことにしました︒
今回発足した福祉委員制度で などとなっています︒
する方が増えるものと予測され 福祉委員は︑ご近所の方でちょっ は︑各町内に３名程度以上︑出

ます︒同じ地域に住む一人ひと と気になる方や高齢の方たちの 来れば各班に１名程度の福祉委
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市民センターの
年末年始休館

23 22
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りが﹁いずれ自分の問題となる﹂ 日常の見守りやふれあいなどを 員を設けたいと考えています︒
ととらえ︑自分にできる範囲で 行うもので︑支援や援護の活動
◇

﹁ふれあい・お手伝い﹂を行う は民生委員や社会福祉協議会︑
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︵水︶から平成 年１月３日
︵月︶まで休館します︒

左義長は１月 日に
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志津南地区自治連合会は︑恒

例の左義長を平成 年１月

日︵土︶午前９時から 時ま
で︑若草中央児童公園で行いま

す︒
お正月のお飾りや︑お札類︑

お子さんの書初めなどを焼きま
す︒ぜひご参加ください︒

ただ︑お飾りのみかんやビニー
ル袋︑一般ごみなどは持ち込ま

ないようお願いします︒
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福祉委員の役割などの概要は
志津南市民センター︵公民
館︶は︑平成 年 月 日

①災害時支援制度の説明会開催（８月）
自治連は22日、町内会長らを対象に、市が推進し
ている災害時要援護者支援制度の説明会を市民セン
ターで開催。対象者の把握、登録への協力を要請し
た。
②町内全公園で飼い犬立ち入り禁止に（２月）
若草各町内会は地区内７公園・児童遊園の全てで
公園内に飼い犬を連れて入ることを禁止した。マナー
を守らない飼い主に業を煮やした措置。
③社協が住民福祉活動計画策定（７月）
志津南地区社会福祉協議会は７月、一年間かけて
まとめた「志津南地区住民福祉活動計画」を発表。
「老いても楽しく健康に」などの指針を盛り込んで
いる。
④木炭窯遺跡は23年度中に撤去で合意（２月）
市民センター前の木炭窯（野路遺跡出土）の撤去、
跡地利用で市と地元が６日、23年度中に撤去するこ
とで合意。跡地利用は引き続き協議することに。
⑤市民センター、日祝日休館に（４月）
市が日祝日の諸証明発行業務を停止したことを受
け、同センターも同業務を廃止するのに伴い、１日
から日曜・祝日は休館となった。
⑥自主防災会が子ども会と初の合同消火訓練（９月）
自主防災会は25日、初の試みとして子ども会と合
同で防災消火訓練を実施。バケツリレーや標的消火
など新メニューを盛り込んでイベント化を図った。
⑦調整池のしゅんせつ工事完了（10月）
8月から開始された調整池のしゅんせつ工事が中
旬に完了。面積1.5㌶の池に堆積した30年分の土砂
約5500㌧、大型ダンプ約1200台分を除去した。
⑧ふれあい夏まつりに4000人（７月）
第13回志津南ふれあい夏まつりが25日、若草中央
児童公園を会場に繰り広げられた。昨年とほぼ同じ
約4000人が参加、数々のイベントを堪能した。
⑨絵本読み聞かせの「ぽっかぽか」に市PTA表彰（２
月）
10年以上にわたる志津南小で絵本の読み聞かせ活
動が評価されたお母さんグループ「ぽっかぽか」が
13日、アミカホールで市PTA表彰を受けた。
⑩自治連22年度会長に粕谷氏（３月）
28日に行われた22年度自治連総会で会長に粕谷利
光さん（７丁目）を選出。総会では規約を改正、副
会長２人制とした。

社会福祉協議会︵小野栄祐会 月にスタートさせた福祉委員制 ことが︑大事な取り組みとなっ 今年４月には︑福祉委員制度 サロンなどの活動
長︶は﹁地域の福祉力﹂を高 度を４月から本格的に稼動させ てきました︒社協はこのような の趣旨に賛同された数名の﹁福 ④民生委員児童委員など福祉関

2010年 わが町10大ニュース

め︑地域で安心して暮らすため ることにしています︒
活動の輪を広げていくことを目 祉委員﹂が誕生︑第一歩を踏み 係者への連絡と協働
の取り組みの一つとして︑
少子高齢化が進み︑日常生活 的に︑各町内に複数の福祉委員 出しました︒
⑤社会福祉事業への協力

まちのシンボル「ひと・まち・ゆめ」

一斉清掃 に・・・ 人

カ所の集積場は刈り草や落 デイスコン大会のほか︑バスケッ 幅広い人々がチャレンジして楽 最悪でしたが︑ソフトボール部

の皆さんが早朝から整備につと
ち葉が大きな山を築きました︒ トピンポン︑囲碁ボール︑カ しみました︒
残念ながら落ち葉は八分程度︑ ローリング︑スローイングビ 町内対抗のデイスコンは︑各 め実施できたことを紙上をお借
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ちこちで歓声が上がっていまし
た︒

で小学生から高齢者までの選手
による熱戦が繰り広げられ︑あ

・牟礼山リーグ
優 勝 ３丁目

準優勝 ８丁目
第３位 ３丁目

・志津南リーグ
優 勝 ４丁目

11

︵福利環境部︶

チャレンジスポーツデー楽しむ

グラウンドでは︑町内対抗ソ
フトボール大会︒女性や高齢者

準優勝 ７丁目
第３位 ５丁目

の公園に集合︑同 時前には

第８回草津市チャレンジスポー スポーツが行われ︑選手︑応
ツデーの 月 日︑志津南地 援者２２０人が参加しました︒

も楽しめるよう盗塁なし︑四球
なしなど特別ルールの中︑男性

優 勝 岡本町西
準優勝 ５丁目

にまじって女性選手が負けじと ◇ソフトボール

ばかりファインプレーを見せる
など勝利に貢献しました︒

第３位 ６丁目

地震速報などを市内一斉に屋内
外に伝達するシステムです︒

前日の雨でグラウンド状態は

中央公園にお目見えした一斉緊急放送塔

所に同システムを整備する予定
で︑平成 年３月の運用開始

とが可能となります︒
市は本年度中に市内約８０か

のシステムの整備によって︑よ
り多くの人に迅速に伝達するこ

への放送依頼などでしたが︑こ

約 ㍍の鉄柱︒みなさん︑お 時に避難勧告︑避難誘導︑緊急 ＦＭラジオ︑市・消防団の広報
車︑テレビ︑ラジオ等マスコミ

若草中央児童公園や志津南小 気づきになられたでしょうか︒ これまで市の緊急情報伝達手
学校にスピーカーのついた高さ これは大規模災害などの緊急 段は︑防災行政無線︑緊急告知

緊急放 送スタン バイ

校庭で行われたソフトボール
大会

あり幼児・小学生から大人まで 競いました︒１チーム３名編成 ◇デイスコン

月 日に行われました︒
集めた後からあとから枯れ葉が ンゴ︑ストラックアウトなどの 町内２チームで志津南リーグと りしてお礼申し上げます︒
午前８時 分︑参加者約７ ぱらぱら︒せっかく清掃した ニュースポーツのコーナーが 牟礼山リーグに分かれて優勝を 町内対抗の成績は次の通り︒
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人が清掃道具を手に最寄り 路面に舞い落ちていました︒

11

区では︑志津南小学校体育館︑ 地区体育振興会が主催したも
グラウンドでソフトボールやニュー ので︑体育館では︑町内対抗の
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志津南地区の秋の一斉清掃が

若草一丁目５
の１
電話︵５６４︶
８３３３

若草五丁目７
の
電話︵５６４︶
２５９１

15

若草東児童公園で

30

23

若草五丁目７
の
電話︵５６５︶
８９２６

を目指しています︒
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民 児委員決 まる
◇
若
草
二
丁
目
・
岡
本
町
西
担
当
◇
若草七丁目・八丁目担当
望月 公人
和田 一
志津南地区民生委員児童委
若草二丁目
若草七丁目６
の２
の２
員協議会は 月 日で任期満了
となった同委員について︑自治
電話︵５６４︶
電話︵５６４︶
連合会︑社会福祉協議会の会長
７７２１
８４５８
と協議の結果︑３人の再任と４ ◇若草三丁目・四丁目担当
◇主任児童委員︵地区全域︶
丸山 和子
人の新任委員を選出︑ 月１日 松本 孝子
若草三丁目９の
若草四丁目６
付で厚生労働大臣から委嘱を受
２
の
けました︒任期は３年です︒
電話︵５６３︶
各町内の担当は次の通りです︒
電話︵５６７︶
８７３７
２５１３
◇若草一丁目担当
◇若草五丁目・六丁目担当
◇同
滝井 幸枝
垣根 和子
蟹江 久美子
11
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★印の場所は志津南市民センター
（公民館）です
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□毎週金曜日
☆ふれあい喫茶（お茶の間）
10：00〜12：00
若草第五集会所
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第３回は 月 日に高島市
針江地区川端を見学︑人々の水
に対する知恵︑工夫を知りまし
た︒
最終の第４回は 月 日に
甲賀市の油日神社へ︒白洲正子
の﹁かくれ里﹂で脚光を浴びた
風景を満喫しました︒また地場
産業の薬業を紹介するくすり学
習館では食べられる丸薬作りを
体験しました︒

﹁ 古 今東 西 ﹂ 全 ４ 回 終 了

組み︑素敵な額が出来上がりま
した︒
作品は︑市民センターのサロ
ンに展示していますので︑ご覧 市民センターの教養文化講座
ください︒
﹁古今東西﹂は 月 日の油
日神社訪問で全４回の講座を終
了しました︒
今年度は﹁湖国に暮らす・エ
コ再発見﹂と題して４回実施︑
人が受講しました︒
講師にＥＮＪＯＹ・ＭＹ・ＬＩ
第１回は７月 日に草津の
ＦＥ﹁デジカメ講座﹂﹃イキ
な写真を撮ってみませんか！﹄ ハス池群生地と水資源機構湖南
と題して︑教養文化講座を開催︑ 管理所︑芦浦観音を訪れ︑猛暑
９人が受講しました＝写真︒ の中琵琶湖で舟に乗り︑ハスの
普段何気なく撮っているデジ 花を間近で観賞しました︒
カメの基本や使い方を学び︑２ 第２回は９月８日︑観音の里
回目は︑びわこ文化公園で撮影 長浜市高月町へ︒歴史民俗資料
実技︒受講生は講師のアドバイ 館で渡岸寺の十一面観音や湖北
スを聞きながら思い思いに写真 の歴史文化︑雨森芳洲庵では名
を撮りました︒
物館長さんから︑まちづくりの
３回目は︑受講生の写真を全 奮闘ぶりを聞きました︒
員で観賞しながら︑講師がアド
バイス︑最終講では︑パソコン
で画像編集し︑作品を仕上げま
した︒
受講生は﹁デジカメの撮り方︑
被写体の見方が変わった︒デジ
カメ撮影が楽しくなった︒今か
ら撮影に行ってくる﹂など︑
意欲的な声も︒
できあがった写真は︑今月開
催されるミュージックソンの
展示部門に出展し︑志津南市民
センターのサロンに展示されま
油日神社で説明を聞く参加者
す︒
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志津南市民センター︵公民館︶
サロンにクリスマスツリー＝写
真＝がお目見えしました︒
やすらぎ学級生が 月の講座
の後に飾り付けました︒
クリスマスムードいっぱいで︑
みなさんをお迎えします︒

市民セ ンターに
Ｘ マスツリー

10

13
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南っ子︑ロクハ公園で自然観察

25

5日〜22日 15：00まで
□1月7日（金）
★ふれあい昼食会
12：00〜13：00
ボランティア「泉」
□1月8日・15日（土）
☆健康ウォーキング
8：45 若草中央公園集合
□1月15日（土）
☆左義長
9：00〜11：00
若草中央児童公園

11

デジカメの撮り方変わった・

午後からは︑思い思いの葉っ
ぱや木の実︑小枝で想像力をふ
くらませながら︑動物やクリス
﹁わんぱくプラザ南っ子﹂ えてみようと︑環境課と公園事 マス飾り作り︒子どもたちがみ
が︑ 月 日︑﹁ロクハ公園 務所の指導のもとロクハ公園で んなでひとつの作品作りに取り
のひみつ﹂をテーマに︑自然 行いました︒
観察を通して︑環境について考 午前中は︑子どもたちが︑２
人一組になり︑探してき
た葉っぱで﹁ぎざぎざの
たくさんついた葉っぱ﹂ 志津南市民センター︵公民館︶
﹁赤の濃い葉っぱ﹂﹁大 は︑ 月４日︑ 日︑ 日︑
きい葉っぱ﹂で葉っぱじゃ
日の４回︑山元國一さんを
んけんをしたり︑ロクハ
公園の小道にあらかじめ
﹁はさみ﹂﹁ペットボト
ル﹂などをかくしておい
て︑自然にはそぐわない
ものを探し出し︑自然を
大切にする気持ちを学び
ました︒次に聴診器で樹
木の音を聴いて︑﹁ザァー
木の葉や小枝でクリスマス飾りをつ と音がする﹂と樹木の生
命の音に感動しました︒
くる南っ子

13

□12月18日（土）
☆健康ウォーキング
8：45 若草中央公園集合
□12月25日（土）
☆社会奉仕
8：30 若草中央公園集合
□1月5日（水）
★子ども会書初め大会
9：00〜12：00
★子ども会書初め展示会

平成２２年１２月１５日
わが町｢志津南｣ＮＥＷＳ
第８８号

(3)

りょうぶの道

む足音だけの静寂。気分転換にもっ
若草のはずれから始まる遊歩道

てこいの散歩道である。
で、一㌔ばかり上り下りすると牟

ところから、そう名付けられたと

聞く。すぐに鬱蒼とした雑木林に

入る。昼なお暗き道は落ち葉を踏

礼山に至る。途中で見かけたサル

人

四位 田中 優 ︵５丁目︶ コあん﹂﹁ひじきと大豆のごま
五位 木村信子 ︵８丁目︶ 酢和え﹂など４品を作りました︒

三位 牧 大作 ︵６丁目︶ ﹁豆腐入りハンバーグ︑キノ

三位 ３丁目

組に分かれ︑競技開始︒黄 ◇個人戦
砂の影響で少しくすんだ空でし 優勝 篠山良治 ︵２丁目︶

続き︑競技ルールの説明のあと︑

二位 松原繁男 ︵６丁目︶

なお︑来年１月 日には男
性の料理教室を予定しています︒

健推が健康ウォーキング実施

たけどワイワイ話しながら完歩

参加者から﹁いつも車を利用
するので歩けるかどうか不安だっ

優勝 ４丁目

当日は役員を含め過去最高の 成績は次の通りです︒
人が参加︑今までにない盛 ◇団体戦

会が 月 日︑若草中央児童 が入り乱れ︑熱戦を展開しまし
公園で行われました＝写真︒ た︒

志津南地区社会福祉協議会主 たが︑公園の真っ赤な紅葉に囲
催の恒例のグラウンドゴルフ大 まれたグラウンドに歓声︑悲鳴

70
13

大な大会となりました︒

ました︒帰路は立命館大学経由
で市民センターに︒当日の歩数

二位 ６丁目

ました︒

映える紅葉︑池を眺めながらお
抹茶で一服︒ゆったりくつろぎ

和やかなひと時を過ごしました︒
その後︑﹁夕照庵﹂で秋陽に

にぎり︑おやつを味わいながら

時間余でびわ湖文化公園に到着︒
芝生広場で協議会が用意したお

多数の参加お待ちします︒

市民センターでＡ
ＥＤの使い方学ぶ

う︒

という時に︑慌てないように︑
設置場所を確認しておきましょ

命救急の大切さを確認しました︒
日ごろ見かけるＡＥＤ︒いざ

のことわかった﹂と︑命と救

訓練に参加し︑ＡＥＤを体験
した参加者らは﹁少しはＡＥＤ

秋色に染まる木々を楽しみな ムの予防と改善﹂の講義の後 員の指導により水消火器やＡＥ
がら青山・松ヶ丘を経由︑約１
Ｄの使い方を学びました＝写真︒

12

11

小野会長の開会のあいさつに

10

わこ文化公園を目指し市民セン 写真︒男性を含む参加者 人 清掃のあと︑給湯室で火事を
は﹁メタボリックシンドロー 想定した避難訓練と︑南消防署
ターを出発︒

22

70

29

月 日︑公民館で自主

26

計は１万７千歩余を記録しまし
た︒

生活習慣病予防の料理教室
また 月 日には市民セン

11

13

出来て自信がつきました﹂と歩
く楽しさを実感した声も聞かれ

志津南地区健康推進員連絡
協議会︵蟹江久美子代表︶は

19

月９日︑﹁秋の健康ウォー ターで管理栄養士の山本陽子さ 教室や各種団体など利用者によ

11

キング﹂を実施しました＝写真︒ んによる﹁生活習慣病予防のた る一斉清掃が行われ︑館の内外
参加者 人は午前 時︑び めの料理教室﹂を開きました＝ がきれいになりました︒

11

・ゴ ルフ大会 に

スベリに似たリョウブの木が多い

(4)
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