水無月の色を見つけました‼

石塔交流公園にて

令和４年度

蒲生地区まちづくり協議会総会

新役員体制でスタート!!
５月 15 日（日）あかね文化ホールにて、令和４
年度蒲生地区まちづくり協議会（まち協）総会を開
催しました。
当日は自治会代表・自治会まちづくり委員、地域
活動団体代表者に出席いただきました。まち協の活
動をより知ってもらうとともに、貴重な意見をいた
だけた総会となりました。
議長に、自治会連合
会会長の森山亮様をお
願いし、以下の５議案
を原案どおり承認いた
だきました。
第１号議案 令和３年度 事業報告
第２号議案 令和３年度 収支決算・監査報告
第３号議案 令和４年度 事業計画（案）
第４号議案 令和４年度 収支予算（案）
第５号議案 役員改選（案）
第１号議案の事業報告は、
活動記録写真を使ったス
ライドで、よりわかりや
すく、報告しました。

任期満了に伴う役員改選議案で、承認された新役
員の皆さんです。任期は２年間です。（敬称略）
会
長
西村 純次 （新任）
副 会 長
西村 喜雄 （再任）
副 会 長
西澤 沢美 （再任）
事務局長
村田 斉
（新任）
会
計
西村 多美子 （新任）
監
事
門谷 英郎 （新任）
監
事
平井 義隆 （新任）

退任あいさつ
令和４年度の役員改選で退任させていただきまし
た。顧みますと、設立当初から会計・副会長・会長とし
て、15 年余り、まち協に関わらせていただき、地域課
題の解決や、豊かな地域づくりの実現のため、多くの皆
さまにお力添えを賜り、今日を迎えられましたことに
感謝申し上げますと共に、厚くお礼申し上げます。
今後とも、
「東近江市協働のまちづくり条例」に基づ
く地域を包括する認定団体として、地域の皆さんと共
に地域への愛着と誇りをもって次世代に引き継いで
「心豊かに住み続けたいと思えるまちづくり」にご尽
力賜りますようご期待申し上げ、お礼の言葉とさせて
いただきます。
佐川 昭子

【次頁に続く】

会長就任あいさつ

ふるさと蒲生ふるさと蒲生野川づくり委員会

まちづくり協議会は、市町合併により各地区
の個性や伝統文化の消失などが懸念され、市民
の自主的な参加の下、それぞれの地域課題の解
決や個性を活かしたまちづくりを行うために組
織されたという経緯があります。
市の「協働のまちづくり条例」の中でもしっか
りと位置付けられ、まちづくりに包括的に取り
組む団体として、また行政の重要な協働のパー
トナーとして活躍が期待されています。
そんな重要な組織の長をお預かりした以上、
皆さまのご支援を得て一所懸命に取り組んで参
ります。
会長 西村 純次

令和４年度重点目標
「東近江市協働のまちづくり条例」に基づく認定
を受け、地域を包括する団体として、共に考え、協
力し合って「このまちで、心豊かに住み続けたいと
思えるまちづくり」を推進します。まちづくり住民
アンケート結果を受けての対応策を引き続き取り組
みます。若者や子ども対策について、関係団体等と
連携して取り組みます。
承認いただいた計画は、以下のとおりです。
（抜粋）

本部事業
①自治会や関係団体、行政との連携強化
◇「蒲生まちづくり会議」「自治会まちづくり委
員会」「各種団体長会議」等の開催
◇自治会連合会と研修・学習会を合同で取り組む
◇地域担当職員・地域活動応援隊との連携
②「ガリ版伝承によるまちづくりの会」の開催
③「子ども円卓会議」の開催
④大型金属性資源回収事業【12 月 10 日（土）】
⑤蒲生地区新年互例会の開催【１月５日（木）】
⑥「蒲生地区まちづくりフォーラム」の開催
【２月４日（土）】
⑦蒲生ＳＩＣ周辺活性化プロジェクトの継続
⑧蒲生地区のイベント、事業に実行委員会で実施
◇蒲生あかね夏祭り【７月 23 日（土）】
◇蒲生いきいきあかねフェア【11 月 20 日（日）】

委 員 会
まちづくり計画推進委員会
①蒲生地区まちづくり計画の推進
新たな課題について自治会連合会等と理念を共有
し、協働・連携してその実現に向けて取組む
②計画の進捗状況把握と、今後の取組みについて対
策を検討する

広報企画委員会
①広報紙「がまチョコ」を毎月発行
②写真撮影会の実施
③情報発信及び情報収集に努める
◇ホームページの充実
◇各種取材活動

①毎月第３土曜日を、ふるさと美化「蒲生野の日」と
定め啓発活動を図る
②川づくり活動：佐久良川・日野川モデル地区の
河川美化運動
◇佐久良川（６月 18 日、８月 20 日）
◇日 野 川（７月 16 日、９月 17 日）

部 会
ひだまり部会
①自治会減災対策の啓発及び推進
◇蒲生地区減災研修会
「防災マップ更新による学習会」【９月予定】
◇「がもうシェイクアウト 2022」を実施
②自治会の課題について『防災』の支援
③命のバトン普及活動 継続事業

ふれあい交流部会
①まち協音頭、健康体操の啓発
②健康相談・血圧測定等の窓口開設
③健康づくり講座、親子の栄養講座の開催
④非常時の食事について
⑤健（検）診啓発、健康寿命延伸のため等の啓発

エコランド部会
①健康野菜いっぱい運動（生ゴミ堆肥化）
②設置型コンポスト、ダンボールコンポストの普及
③ゴーヤカーテンの設置・栽培（５月～11 月）
④東近江市より生ゴミ減量化推進事業の受託

あかね部会
①シニア世代の仲間づくり、生きがいづくり
◇応援塾 縁側カフェの運営、出前縁側カフェ
◇「おしゃべりコーディネーター・がもう」
②結婚活動の支援
◇若者支援（婚活）”おぅ！みあい”
◇東近江市結婚サポート連絡会等に参画
③子育て支援事業
④人口減少対策について
◇ラウンドテーブル実行委員会「まちのわ会議」

万葉ロマンの里づくり部会
①広報紙がまチョコに「再発見がもうの話」を連載
②ふるさと学習講座「あいがもけんぶん塾」に協力
③マックスクラブ活動への協力
◇わくわくチャレンジ隊、あかねっ子フェスタ
④有識者、市辺まち協、蒲生まち協等で「蒲生野・万
葉ロマンの会」を立ち上げ

地域活性化部会
①蒲生スマートインター周辺の活性化
◇平田まち協と協働で活性化を考える
②コスモス栽培による見せる（魅せる）農業の実践
③蒲生地区特産新品種開拓実証ほ場栽培管理事業
◇育成管理と将来の管理体制の検討
④新たな活性化策を検討する

新型コロナウイルスと共に暮らす
～正しく恐れよう～
これまで、ずっとしてきたマスク着用ですが、屋
内外での着用について緩和されてきています。
《屋外・屋内での着用について（厚生労働省）》
○屋外：人との距離が確保できる場合や、 距離が確
保できなくても、会話をほとんど行わない場合は、
マスクの必要はありません。
○屋内：人との距離が確保できて、かつ会話をほと
んど行わない場合は、マスクの必要はありません。
蒲生地区まちづくり協議会（広報企画委員会）

【日 時】７月 28 日（木）14：00～15：30
【会 場】蒲生コミュニティセンター学習室７
【内 容】講演 ：
「整形外科医が進める
～元気に長生きするこつ～
講師：東近江市蒲生医療センター
整形外科医師 坂井田 稔 氏
【持ち物】飲み物、タオル、マスク
【定 員】30 名（先着）
【申込み＆お問い合わせ】
蒲生地区まちづくり協議会事務局まで
℡・fax 0748-55-3030（月～金の午前中）
【蒲生地区まちづくり協議会
ふれあい交流部会】

（水口城南駅編）
いつもは車で通り過ぎている甲賀市水口
町本丸あたりをゆっくり歩いてみたいと思
い、ガチャコンで水口城南駅下車。すぐに幹
線道路に出て、４、５分歩けば水口城跡に到
着。道路からも見えるお城風の建物は水口
城資料館。
三代将軍家光の上洛の際の宿館として築
城され、その後は使われなくなったという、
贅沢なお城。周囲のお堀は八割方現存して
おりお城の雰囲気を漂わす。

わいが屋＠せせらぎで楽しいひと時を♪
気軽に立ち寄って、ワイワイガヤガヤ思い思いに過ご
せる“みんなの拠り所”
『わいが屋＠せせらぎ』。蒲生地区
のみなさんの「できる」や「得意」を活かした楽しい企画
を考えています。今回は交通安全に関するお話しです。ク
イックアームなどを使って反射神経の年齢も測定できま
す！楽しく交通ルールを学びましょう♪どなたでも参加
可能です。お誘い合わせの上、是非お越しください。
７/21
(木)

13：30～15：00
『交通安全教室』

場所
問合せ

東近江市社会福祉協議会 蒲生事務所せせらぎ
東近江市市子川原町 676-1
☎ 0748-55-4895
IP 050-5802-2528

コーヒー
100 円
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石塔寺（その５）

『近江蒲生郡志』にみる石塔寺

石塔寺についての基本的な資料を載せる本は『近
江蒲生郡志』である。巻七の寺院志、第二章第十六
節に「石塔寺」の項がある。
「石塔寺は桜川村大字石
塔に在り、天台宗なり」として書き始められる。そ
の後に、寺伝、石塔、塔頭、歴史などを記し、宝篋
印塔銘、五輪塔銘を始めとして十点の資料を列記す
る。
「三重大石塔」と「八葉鏡背面」の写真も掲載す
る。
三重石塔については、
「其基底は三段よりなり、
各壇周囲は仏像を半肉彫せる石塔婆、或は塔婆形の
浮彫ある石塔婆を以て囲繞（いにょう）せり」と記
され、昭和初期の石塔整理以前の状況を伝えてい
る。
「三重大石塔」の写真を見ると、石塔は石柵に囲
まれ、その下には土段があり、段の土留のように石
塔婆が並べられている。段の平場には石灯篭、花立
てが置かれている。三重石塔の最も古い写真のよう
でもある。

てが置かれている。三重
石塔の最も古い写真の
ようでもある。
また、「大塔の四周に
無数の五輪塔、宝塔、宝
篋印塔あり、其中古き銘
文を刻するもの左の如
し」として、正安 4 年
(1302)、建武 4 年(1337)、
貞和 5 年(1349)、応永 2
年 (1395) 、 嘉 元 2 年
(1304)塔が記される。こ
のうち建武 4 年塔は、現
在、本堂前に移されてい
る。

三重大石塔
（
『近江蒲生郡志』より）

蒲生コミュニティセンター

蒲生コミュニティセンター

Line 公式アカウント
〒529-1531 滋賀県東近江市市子川原町 461-1
☎0748-55-0207 IP050-5801-0207 FAX0748-55-3898

ID＠508qfqtn

◆参加募集の教室・講座◆
お申込・問合せ▶蒲生コミセン窓口（９時～17 時）

キッズベーカリー教室 （ネット申込可）
受講料 600 円/材料代 500 円

５月２９日(日）蒲生コミュニティセンターにおいて、ふる
さと学習講座「あいがもけんぶん塾」の令和４年度第１回が
開催され、林博通さん（滋賀県立大学名誉教授）を講師に迎
え、
「天智天皇と蒲生野」と題した講演がありました。
万葉集で多くの歌が詠まれている近江国には、古代史の一
大画期をなした大津京がありました。長らく幻とされていた
大津京は、発掘調査により宮殿の位置が判明し、その構造も
明らかになりつつあります。天智天皇は蒲生野に遷都する動
きも見せ、額田王の相聞歌で有名な蒲生野での遊猟も遷都に
関係するものとみられ、その具体的な位置も推定されていま
す。天智天皇たちが生きた当時の内外の政治情勢を視野に入
れながら、蒲生野について学びました。
講師の林さんは、滋賀県の文化財保護行政に長年携われ、
幻の都といわれていた大津京の位置を確定されました。また、
趣味のギターを生かして、万葉集の和歌そのものに曲を付
け、
「万葉コンサート」を各地で行っておられます。
今年度の「あいがもけんぶん塾」は年間５回を予定してお
り、興味のある回だけの受講もできますので、気軽に多くの
方に受講していただきたいです。

令和４年度米寿記念写真展を開催します

７月 23 日（土）・７月 30 日（土）
８月 11 日（祝・木） ９時～12 時
6/27 より受付開始

★蒲生地区小中学生対象

音楽の散歩道 小ホール 参加費 500 円
7 月 29 日（金）13 時 30 分～
7/１より電話受付開始
蒲生わいわいサロン 小ホール 参加費無料
8 月 10 日（水）・9 月 14 日（水）
10 時～11 時 30 分 7/4 より受付開始
詳しくは QR コードより
チラシをご覧ください

蒲生子育て支援センター
子育て支援情報

≪赤ちゃん広場≫
１才未満の赤ちゃんと保護者の方が集う広
場を開設しています。身長・体重の計測や日々
の困りごとなどの相談にも応じていますの
で、お気軽にお越しください。感染症対応とし
て検温と体調の確認をし、保護者の方はマス
ク着用でお越しくださるようお願いします。

東近江市社会福祉協議会では敬老の気持ちを育み、思いやり
日時：７月 ８日（金）
や地域を大切に思う心が育ち合うまちづくりを目的に、満 88
８月 ５日（金）（助産師同席）
歳を迎える方々に米寿をお祝いする写真を撮影していただき、
時間：10：00～11：30
『米寿記念写真展』を開催します。
場所：蒲生支所３階（つどいの広場）
◇対
象：昭和９年１月１日～12 月 31 日生まれの方
対象：１歳未満の赤ちゃん（兄姉の同伴可）
※米寿記念写真展にご協力いただける方のみ
お問合せは…蒲生子育て支援センター
◇撮影料金：5,000 円
℡0748-55-4889
申込書に添えて、社協窓口でお申し込み下さい。
◇撮影時期：７月下旬～
■蒲生地区の人口
撮影した写真は写真展での掲額終了後、ご自宅にお届けします。
（令和４年 6 月１日現在）
◇撮影場所：ご自宅、写真館スタジオ(指定)、市内の通所・入所施設、病院など
人
口 ： 14,282 人（
０）
◇申込締切：７月 22 日（金）
◇写 真 展：９月中旬～（予定）
男
性
：
7,070
人（＋
5）
お申し込み/お問い合せ：東近江市社会福祉協議会蒲生事務所せせらぎ
女
性
：
7,212
人（－
5）
電話：0748-55-4895 IP：050-5802-2528
世帯数 :
5,392 （＋ 9）
※コロナウイルスの状況などにより、撮影をキャンセルさせていただく
※（
）内は前月比
場合があります。
【東近江市社会福祉協議会】

日永館長
４００～４５０文字

回覧

◆特定健診受診率推移

(%)

令和２年度および令和３年度の東近江市
国民健康保険特定健診受診率は、市全体

29

32.8

の受診率と比較して、蒲生地区は２～

29.8

３％低いです。

26.8

また、死因のトップは依然として「がん」
令和２年度

であり、がんの早期発見・治療のために

令和３年度

東近江市

は、がん検診を受けることが有効です！

蒲生地区

出典：国保データベース（KDB）システム

定期的に健(検)診を受診し、健康寿命を延ばしましょう！

年齢や性別、加入している健康保険によって、受けられる健(検)診の種類が変わります。
詳しくは、令和４年度東近江市健康ガイドブックをご覧ください。
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健康診査は長峰診療所でも受診できます。蒲生医療センターまで自力で
行くことが困難な人には、予約制の無料送迎車があります！

全ての健(検)診を一気に受けたい場合は、集団健(検)診が便利！これまで、長峰コミ
ュニティセンターでも実施していましたが、会場の関係で全ての健(検)診を受けていただく
ことができませんでした。令和４年度は、蒲生コミュニティセンター会場の日程を増やし、
実施します。集団健(検)診のご予約と胃内視鏡の申込みは、保健センターへお電話ください。

都合の良い時期に、受けたい健(検)診だけという場合は、通年で実施している個別健
(検)診が便利！個別健(検)診のご予約は、各医療機関へお問合せください。

健(検)診について、ご不明な
点があれば、お気軽にお問合
せください。

＜お問合せ先＞
東近江市健康推進課
（保健センター）

IP☎ 050-5801-5050 ☎ 0748-23-5050

（本庁）

IP☎ 050-5801-5646 ☎ 0748-24-5646

