２月６日に初会合
年度 の事業移 管めざす

なくなりますが町内会は存続し 代表者と平成 年度自治連三

ます︒
役︑志津南市民センター︑有
準備会は︑町内会︑社協︑民 識者︵地域づくり経験者等︶で

生︑老人クラブ︑自主防災︑ 構成し︑委員長１名︑副委員長
志津南地区では平成 年度 体振︑青少年︑交通安全会︑ ２名︑幹事２名︵市民センター︑

︵以下︑協議会とい ていましたが︑今般︑草津市が
う︶を設立に向け︑ ﹁草津市協働のまちづくり行動
必要事項の検討︑諸 計画︵案︶﹂を提示したこと
手続きを進めること を受け︑準備会を立ち上げたも
を決めました︒﹁ま のです︒
ちづくり協議会﹂は︑ 来月６日に第１回準備会を開

治連でつくる新快速停車促進期成同盟会が
ＪＲ西日本に要望書を提出︑志津南地区自
治連も署名活動を行うなど粘り強く停車を
訴えてきました︒
これを受けて検討を進めていたＪＲ西日

力を得て無事に終える
ことができました︒

おかけしましたがご協

だったようですが︑期
間中は一部で不自由を

の成長した太い根伐り
作業は予想以上に困難

数多い大きな街路樹

歩 道 改修 工 事 終 わ る

市道路課により 月８日完了
しました︒

をお待ちしてます︒

の通り開催します︒すてきな音
楽とお話しです︒多数のご参加

▽ 日時 １月 日︵土︶

午後８時から

ト︶﹂さんのコンサー
ト︑講話など

﹁絆奏でる︵きずなかなでる︶﹂ ▽ 場所 志津南市民センター
をテーマに第２回人権講座を次 ▽ 内容 ﹁Ａ＆Ｂ︵エイトビー

日に人権コンサート

︵自治連合会︶

道改修工事の本年度事業︵若草 装に改修され︑暗闇でも安心し
五丁目側かがやき通り︶が草津 て歩いていただけると思います︒

樹木の根の盛り上がりなど 若草中央バス停を挟んで利用
移管完了に伴い︑自治連合会は
で凸凹になっている地区内の歩 者の多いこの歩道も透水性の舗
草津市のＪＲ南草津駅に 月 日から新
新快速停車は一昨年 月︑草津市や市自

快速電車が終日停車することになりました︒

12

くり検討委員会﹂を改組し︑ 自治組織です︒

日ダイヤ改正

南草津駅に新快速停車

３月

3

津駅に停車することが本決まりとなりまし
た︒

工事を終えた歩道

りの仕組みである をまとめました︒草津市の取り
﹁まちづくり協議会﹂ 組み状況を見ながら進めるとし

置︑新たなまちづく 津南地区協働のまちづくり指標﹂ ア泉︑志津南小︑同ＰＴＡの各

設立準備会﹂︵以下︑ に検討委員会を立ち上げ︑住民 子ども会︑健推︑広報委員会︑ 事務局︶を置きます︒
︵自治連合会︶
準備会という︶を設 みなさんの意見を反映した﹁志 町並み保存委︑人権︑ボランティ

﹁まちづくり協議会

21

これまでの自治連合 き役員を選出︑ 年度からの

24

自治連合会は 月５日︑臨 会に代わる︑町内会︑社協など 協議会への事業移管をめざし︑
時総会を開き︑従来の﹁まちづ 各種団体を包括した新しい住民 具体案の検討に入ります︒事業

まちづくり協議会設立準備会発足

22

22

12

本は昨年 月 日に正式に停車を発表︑３
17

月 日の改正新ダイヤから全新快速が南草

12

12

24
新快速停車を伝えるチラシ

12

22

12

12

発 行
志津南地区自治連合会
連絡先

志津南

563-6206
（公民館 ）
まちのシンボル「ひと・まち・ゆめ」
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http://waka-kusa.net/

志津南ホームページ

志津南市民センター

市民センターを拠点に活動し 民センターで開催されました︒ や音楽︑手話の歌にと︑日ごろ ﹁ダンスパーティー﹂では︑ かにステップが踏まれ︑一足早 たりと︑大変にぎわいました︒

ているサークルと地域の愛好家 オープニングは﹁南笠飛翔楽 の成果を存分に発揮︑最後は︑ 軽音楽グループＧＳＯの演奏を いクリスマスを楽しみました︒
また︑今年初めての試みとし
による音楽と芸術の祭典︑第 鼓隊﹂︒元気なかけ声とバチさ 全員で﹁学生時代﹂﹁今日の 合図に︑会場がダンスホールに 一方︑サロンでは︑手作り作 て利用団体主催の喫茶コーナー

(2)

歌で交流深める
志津南地区社会福祉協議会

城恋歌﹂﹁上を向いて歩こう﹂

ボランティアさんからぜんざ

﹁鐘の鳴る丘﹂など９曲を歌い
ました︒

︵小野栄祐会長︶主催の﹁歌 いとお茶のふるまいを受けたあ
いつぎたい日本の歌 みんなで と﹁知床旅情﹂︑﹁四季の歌﹂
歌うふれあいの会﹂が 月
﹁月の砂漠﹂﹁琵琶湖周航の
日︑志津南市民センターで開催 歌﹂など８曲を歌い︑最後は︑

に︑新しく卓球台＝写真︑マット等を購入しました︒

などの厨房関係機器︑テレビ等︶の買い替えととも

そこで︑今年度老朽化した備品︵炊飯器︑冷蔵庫

朽化が進んでいました︒

は︑備品類もその当時に整備されたものが多く︑老

平成９年２月に設立された志津南市民センター

市民センターに卓球台

た日本の歌 曲を歌いました︒
前半は﹁青い山脈﹂﹁青葉

のギター伴奏で︑参加者から募っ

今回もクラシックギター愛好 した︒
家の村井教夫さん︵若草三丁目︶

され︑五十人が出席︑楽しく歌 今年のヒット曲﹁また君に恋し
いながら交流を深めました︒
てる﹂の大合唱で締めくくりま

12

また︑サロンに設置していたヘルストロンは︑名

わんぱく ︑昔遊び楽しむ

フの助けを借り

て全員が無事完
成︒市民センター

の玄関で︑的を
目がけて射ちま

したが︑最初は
うまく玉が飛ば

ず︑悪戦苦闘︒
また公園では︑

スタッフの手助

けで竹馬やカポ
カポを使って元

気よく歩き回り
ました︒

野外の遊びの
わんぱくプラザ南っ子の第７ 後は室内で︑どんぐりでコマを

回事業﹁昔の遊びを楽しもう﹂ 作って回したり︑用意したヨー
が 月 日︑若草中央児童公 ヨーやケン玉などを楽しみまし

園などで行われ︑地域の皆さん た︒

と一緒に︑３世代交流を深めま スタッフの皆さんも昔に戻り
子ども達と楽しい時間を過ごし︑
した︒

１〜６年生の児童 人と地 地域の輪がまた広がりました︒
域の皆さん 人は︑最初に竹

34

鉄砲の作り方を教わり︑スタッ

32

12

歌いながら交流を深めたふれ
あいの会

11

18

称も新たにスカイウェルとして生まれ変わりました
ので有効にご利用ください︒

竹馬で歩くのはラクじゃない

12

オープニングで見事なバチさばきを披露する
南笠飛翔楽鼓隊（市民センター）

回﹁ふれあいミュージック ばきで︑第１部﹁ときめき発表 日はさようなら﹂を歌い会場が 早変わり︒生演奏とミラーボー 品などが展示されたり︑木の実 は来館者の憩いの場になり大変
ソン﹂が 月 日︑志津南市 会﹂の幕を開けました︒ダンス 一つになりました︒ 第２部の ルのきらめきに合わせて︑軽や のブローチ作り体験が好評だっ 好評でした︒

平成２３年１月１５日
わが町｢志津南｣ＮＥＷＳ
第８９号

10

ミュージ ックソン にぎ わ う

12

18

晩秋の 宇治楽し む

12

12

22

12

34

10

書き初め大会に 人

22

□1月22日（土）
☆社会奉仕
8：30 若草中央公園集合
★人権講座・同推協報告会
19：00〜21：00
□1月25日（火）
★地域サロン：懐メロを歌う会
10：00〜11：30
□1月26日（水）
★やすらぎ学級
13：30〜17：00
□1月29日（土）
★「男の料理教室」健康推進員
10：00〜12：00
□1月31日（月）
★ボランティア講座
13：00〜15：00
□2月4日（金）
★定例健康相談日
9：30〜12：00 市健康推進課
★ふれあい昼食会
12：00〜13：00
ボランティア「泉」
□2月5日（土）
☆健康ウォーキング
8：45 若草中央公園集合
□2月6日（日）
★市長とまちづくりトーク
10：30〜
□2月8日（火）
★地域サロン：懐メロを歌う会
10：00〜11：30

志津南地区子ども会の新春書
き初め大会が１月５日︑志津
南市民センターで行われまし
た︒
当日は１年生から６年生まで
人の子どもたちが参加し︑

25

80

★印の会場は志津南市民センター
（公民館）です

40

心も新たに筆をとる子どもたち

40

四丁目の西口青咲先生らの指導
を受けながら︑心も新たに書
き初め用紙に向かい︑真剣な
表情で思い思いの言葉を書きま
した︒
この日の作品は草津市子ども
会書き初め大会に出品
され平和堂草津店に展
示され︑入賞作品は︑
その後草津市まちづく
りセンターにも展示さ
れます︒たくさんの方
に見ていただきたいと
思います︒
この日に書かれた全
ての力作は︑ 日まで
志津南市民センターに
展示されています︒
︵子ども会︶

宇治川に架かる朱塗りの太鼓 の先導で大きな袋を担いだ白い
橋の喜撰橋たもとの茶店で昼食 おひげのサンタさん︑そして仲
ボランティアグループ泉は 史跡名勝庭園の阿宇池は美し をとったあと︑源氏ロマンに想 間のサンタさんたち４人の登場
月 日︑高齢者とボランティ い紅葉とともに鳳凰堂の雄姿を いを馳せながら鵜飼船が浮かぶ に﹁わ〜っ﹂と歓声があがり
アのバスツアーを実施︑参加者 映していました＝写真︒また︑ 川べりを散策したり︑また源氏 手をたたいて大喜び︒そして一
人が宇治に出かけました︒ 秋季特別展﹁失われた愛の腕を 物語のミュージアムを訪れるな 人ひとりにプレゼントが手渡さ
午前９時半︑志津南市民センター さがして弓と天衣﹂などを観賞 ど︑それぞれに楽しみました︒ れると﹁ありがとう﹂と笑顔で
を出発︒バスの窓から青々とし しました︒
︵ボランティアグループ泉︶ 答えていました︒みんなで過ご
た宇治川の流れ︑晩秋の名残り
した楽しいクリスマス会でした︒
の紅葉を眺めながら話しも弾む
ぎ︒プログラムはお世話係の進
子
育
て
３
ク
ラ
ブ
が
若草文庫も飾りつけ
うち︑世界遺産の平等院に到着︒
行で︑まず紙皿に思い思いに飾
合
同
ク
リ
ス
マ
ス
会
り付けたカラフルで個性的なリー
﹁たんぽぽ﹂﹁おやこっこ﹂ スを完成させ︑次は座布団をつ
﹁ひよこっこ﹂の子育て３ク かい﹁サンタさん﹂﹁トナカ
ラブの合同クリスマス会が
イ﹂﹁メリークリスマス﹂の
月９日︑志津南市民センターで 掛け声にあわせてフルーツバス
開かれ︑合わせて約 人が参 ケット︑そして絵本の読み聞か
加しました＝写真︒
せなど楽しんだあと︑少し暗く
大きな二つのツリーや雰囲気 した会場にツリーのライトが点
たっぷりに飾り付けられたホー 滅する中︑子どもたちが大きな
ルに入るなり︑子どもたちは歓 声で﹁サンタさ〜ん﹂と呼び
声を上げて走り回ったり大はしゃ かけると軽快なクリスマスソン
グにのって愉快なトナカイさん 若草文庫でも 月 日︑ク
リスマスケーキの飾りつけをし
ました＝写真︒幼児も含め
人が集まり大にぎわいでした︒
カステラにホイップクリーム︑
イチゴ︑みかん︑チョコなど
いろんなもので飾りオリジナル
なケーキが完成︑おいしくいた
だいたあとは冬休み用に本を選
んだり折り紙などをして楽しみ
ました︒
□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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やればできるＰＣ

人︵先着順︶
定 員
受付け １月 日︵土︶〜

場 所 志津南市民センター

②２月 日︵木︶
③３月３日︵木︶

２月７日︵月︶５時
申し込みはいずれも志津南市民

日 時 ①２月 日︵木︶

かしドラッグしてみる︒そして インターネットしてみるわ﹂ 次の通り開催します︒ふるって 受講料 １２００円︵４回分︶
材料費 ３０００円︵全講座分︶
インターネットも全員で見まし ﹁次の講座もあるの？﹂と期待 ご参加下さい︒
していました︒

受講生募集

④３月 日︵木︶
午前 時〜 時

15

志津南市民センターは﹁はじ た︒
めの第一歩﹂をテーマに︑
２回目は︑ワードで文字入力︑
月２日︑９日︑ 日の３回にわ すてきなクリスマスカードが出

﹁アロマテラピーによる心の

15

を対象とした講座を同センター は感嘆の声があがりました︒
癒﹂をテーマにボランティア 内 容 グラスアート︑マクラ センターへ直接お申込みくださ
で開催︑ 人が受講しました︒ ﹁家にパソコンはあるんだけど 講座の受講生を次の通り募集し
メ︑陶芸
い︒

12

12

たって吉田知津子さん︵若草在 来上がり︑３回目はエクセルの
住︶を講師に︑パソコン初心者 便利機能を実体験︒受講生から

24 17

10 10

16

｢

対 象 どなたでも
パソコンで何ができるの？ ね︑壊してしまいそうで怖くて ます︒
説明を聞きながら操作を学ぶ マウスってねずみじゃないよね 触れなかったのよ﹂と言って 日 時 １月 日︵月︶
思い出す︒
受講生
から始まり︑実際にマウスを動 いた方が︑﹁早速︑帰ったら
午後１時〜午後３時
注連縄だけでなく︑年末は
内 容 アロマを通してコミュ
青の三色の桁︒若草中央公園に面したモール
家族総出で大掃除などをし︑
ニケーションの方法や
の一角にあるのだが︑なにか抽象芸術作品を連
前衛アート？
そうした準備作業の中で︑行
基礎知識を学ぶととも
想させる︑といえば大げさだが目を引くのは間
く年を惜しみ︑来る年に新た
に︑ハンドマッサー
青く澄みきった冬空を切り 違いない︒日本的な住宅街に現代風なアート
な意気込みを感じる節目とし
ジを体験します
取るかのような鉄の梁︒真っ まがいの構造物が異色の空間を演出している︒
て意識していたように思う︒
持ち物 バスタオル︑ハンドタ
赤な三角帽子を支える白︑赤︑
正月になると︑昔は大方の
最近は︑スーパーマーケッ
オル︑
家で飾られていた門松や注連 トも元日から開店しているし︑
対 象 草津市在住︑在勤の方
縄︵しめなわ︶︒生活様式の コンビニエンスストアも 時
受講料 無料
間の対応してい
移り変わりとと
その他 ひじぐらいまで腕が出
されど正月 ることから︑特
も
に
見
ら
れ
な
く
せる服装でおこしくだ なってきた︒
に正月といって
さい︒
注連縄は今でこそホームセ も日常生活はいつもとさほど
受 付 １月 日︵月︶〜
ンターなどでも市販されてい 変わりないようになってきた︒
１月 日︵火︶ 時 るようであるが︑昔は︑年末 テレビでは︑天文学的には何
場 所 志津南市民センター
になると親に連れられて︑山 の意味もない正月︒そう言っ
定 員
人︵先着順︶
に入り注連縄の材料となる裏 ていた若者もいた︒
白︵地方によっては﹁穂長﹂
しかし︑せっかくの一年の
ともいうらしい︶をとりに行 初めとなる正月︒今年一年の
工芸入門講座募集
き︑家の庭にあるゆずり葉を 抱負を胸に新たな気持ちで迎
志津南センターは﹁趣味の世 とって︑藁を使って編んだ注 えたいものだ︒
︵昔を懐かしむ者︶
界が広がる〜工芸入門講座﹂を 連縄に飾り付けをしたことを

12
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