
             

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                    

                 

                      

 

役 職 自治会長名 自治会名 

会 長 森山 亮 チェリータウン 

副会長 川島 修 市子沖町 

副会長 高岡 務 宮川 

会 計 里本 桂二 田井町 

理 事 山川 雅弘 蒲生寺町 

理 事 山口 忠秀 下麻生 

理 事 西村 宏美 長峰西 

監 事 土井 正司 赤坂団地 

監 事 國友 文夫 市子川原町 

新役員体制がスタート!! 
令和４年度の蒲生地区自治会連合会第 1 回総会

が、4月13日に蒲生地区の各自治会長出席のもと、

開催されました。総会では、前年度役員から事業報

告、決算報告がされた後、令和４年度新役員が選出

され、新体制がスタートしました。 

  

 

  

 

 

 

 

 

新会長 あいさつ 
 

 令和４年度 役員紹介 （敬称略） 

 その後、事業計画及び予算案が審議され、すべて

の議案が承認されました。 

 

地元自治会及び蒲生地区自治会連合会に格別の

ご支援ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

  この 2 年間コロナ禍により、あらゆる自治会

活動が自粛されておりましたが、最近ではwithコ

ロナの声も高まり、少しずつ活動ができる社会へ

と変化が現れてまいりました。 

蒲生地区では高齢化及び人口の減少により様々

な影響がありますが、子どもからお年寄りの方ま

で安心･安全に過ごせる環境づくり、また、可能な

対策を行い、各種活動やイベントにより、地域の

方々の交流ができることを望んでおります。 

今年度地域の皆様と共に取り組んでまいります

のでご協力賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

蒲生地区自治会連合会会長 

森山 亮 

 

身近に５月の色を見つけました‼ 



  

    

 

 

 

2004 年３月に竣功した新しい駅。

田んぼの中にぽつんと。駅から南東方

向への一本道を徒歩で約 20 分。「河辺

いきものの森」に到着。広大な敷地は緑

一杯。森林浴を満喫できること間違い

なし。敷地内は整備が行き届いており、

その中で、生き物や、植物などを観察で

きる。マップ片手に散策だけでも十分

ワクワクする。夏休みに家族で出かけ

る近場のスポットかも。 
 

「がりばん楽校
がっこう

」開校 

 一般社団法人がもう 

夢工房が東近江三方よ 

し基金から借り受け、 

改修工事を終えた旧岡 

村邸改め「がりばん楽 

校」は、これから活用 

の方向へと進んでいき 

ます。 

まずは、ご近所も含め、多くの方々に施設をよく知っ

ていただくことが大事であるとの考えから、４月 23 日

にがりばん楽校見学会を開催しました。事実上の開校日

です。 

当日は、事前に案内をお送りした地元蒲生岡本町の皆

様、および当法人の会員様はもとより、行政、一般の方々

も含め、多くの皆様にご来場いただきました。入場時の

マスク着用、検温、名簿記入など、感染防止対策をお願

いし、見学いただきました。来場の皆様からはお祝いの

言葉と同時に、励ましの言葉も多く頂戴しました。 

がりばん楽校は今後、①近江商人の精神、堀井新治郎

の歴史を学ぶ企業

研修、②不登校児・

生徒向けフリース

クール、③各種団体 

（個人も）向け貸し 

室、などを中心に活 

用する計画です。 

ご期待ください。 

 

 

（河辺の森駅編） 

 

 
【一般社団法人がもう夢工房】 

住民皆様の交流の場となるイベントを３年 

ぶりに内容を見直し、下記の日程で開催する 

計画をしています。 

◆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) 

― 詳細が決まり次第、お知らせします。― 

【蒲生あかね夏祭り実行委員会】 

【蒲生いきいきあかねフェア実行委員会】 

 

お 知 ら せ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1544236483/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaWxsdXN0LXBvY2tldC5jb20vaWxsdXN0LzE0Njg-/RS=%5eADB.65_V0KCrSFk59A0qkktlA0oJxo-;_ylt=A2RCKwdD3AlceFoAOQSU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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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。 

今回は健康体操と栄養に関するお話しです。“蒲生まち

協音頭”で楽しく身体を動かしましょう♪ 

 
 

 

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 

６/16 
(木) 

 

場所 

問合せ  

石塔寺（その４） 石仏集座記念地蔵尊 

  

 

 

 現在見られる石塔寺の石塔・石仏の景観を造り出

したのは、宗教団体の福田海（ふくでんかい）の教

示と活動によるところが大きかった。石塔寺の本堂

内には、中山通幽氏の揮毫になる「観音力」の書額、

三重石塔前での中山氏の写真、工事期間中の修法に

使われた百万遍の数珠などが掲げられている。 

 三重石塔の東側には、背の高い石造地蔵菩薩立像

が立っている。その台座には、「八卍四千石仏集座

結願紀念」「為開祖暦世追福 発願主法印智承」「昭

和六年辛未五月建立 施主福田海」と刻まれてい

る。願主の智承は当時の石塔寺住職である。 

建立当初の写真を見ると、銅製の地蔵尊であっ

た。1943（昭和 18）年に金属類回収令に基づい

て供出され、戦後の 1948（昭和 23）年に石造で 

 

  

 

現在の地蔵尊 

（台座は当初のもの） 

 

 

 

新型コロナウイルスと共に暮らす 
 ～正しく恐れよう～  

だんだんと外出したくなる季節になってきま

した。ここ 2、３年は、旅行もままならない状況

だったのではないでしょうか。ワクチン接種も進

み、少しずつ日常も取り戻しつつあり、そろそろ

どこかに出かけたいと考えている方もおられる

かと思います。以下の新しい旅のエチケットを守

りつつ、旅行を楽しんでもらえたらと思います。 

＜交通編＞ 

・車内・機内でも、マスク忘れぬエチケット 

・風入れて、車内も心もリフレッシュ 

・ゆとりある車両を運んで、気持ちもゆったり 

・楽しくも、車内・機内のおしゃべり控えめに 

 

滋賀県では、今こそ滋賀を旅しよう第 6 弾のチ

ケットを販売中です。 

詳しくは、滋賀県のホームページをご確認くださ

い。 

 

13：30～15：00 

『蒲生まち協音頭で健康体操！ 

＆栄養講座』 

 

再建されたものが今見る地

蔵尊である 

 石塔寺の入り口（石塔交流

公園）の交差点には、1933

（昭和 8）年に石塔寺への道

路拡張改修に際して建てら

れた石の道標がある。 

石塔の集落内には、「阿育

王塔道 ☜是より三丁」と記

された道標もある。いずれ

も、宮本武之助氏により寄進

されている。なお福田海は岡

山市北区に本部を置く宗教

法人である。 
 

  

 

蒲生地区まちづくり協議会（広報企画委員会） 

４月 16日（土）午後２時 

より、鋳物師町の竹田神社能 

舞台（東近江市有形文化財）で、 

日野町地域おこし協力隊の 

吉海星来（よしかいせいな）さん 

の宵宮ミニコンサートがありました。 

多くの方が来られ、心地よい春の日差し

を浴びながらの、午後のひと時でした。出演

者・来場者も手拍子で一体となり、盛り上が

りました。曲目は「上を向いて歩こう」「カ

ントリーロード」などで、アンコールもあ

り、少し時間 

もオーバーし 

ました。 

今後もこの 

能舞台を活か 

した催しが、 

期待されます。 

蒲生地区まちづくり協議会（広報企画委員会） 

心地よいひと時を！ 

 

 

 

かと思います。 

以下の新しい旅のエチケットを守りつつ、旅行

を楽しんでもらえたらと思います。 

＜交通編＞ 

・車内・機内でも、マスク忘れぬエチケット 

・風入れて、車内も心もリフレッシュ 

・ゆとりある車両を選んで、気持ちもゆったり 

・楽しくも、車内・機内のおしゃべり控えめに 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1565665907/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9qcC5kZXBvc2l0cGhvdG9zLmNvbS85NDQ1MTA3MC9zdG9jay1pbGx1c3RyYXRpb24tZnJhbWUtYm9yZGVyLWFydC1pbGx1c3RyYXRpb24tZGVzaWduLmh0bWw-/RS=%5eADBaTEk_4j0sECxLu_zLh2Bq2MMw7U-;_ylt=A2RCKwfz2FBdQhkAKQyU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz


 

 

 

 

 

 

 

近江鉄道の映画「ガチャコン」の上映会を４月 24 日（日）あ

かね文化ホールで開催しました。当日は、350人もの方がお越

しいただき、映画を楽しんでおられました。 

この映画は、2021 年度に多くの方からの寄付金や企業、事

業所からの協賛金で製作した映画になります。映画には、市民

から公募したエキストラ 50 名の方に参加していただき、ご出

演もされたそうで、映画の中に知り合いの方が出られていたと

いう声も聞かれました。また、市内や近隣市町の各所がロケ地

として使われ、みなさんのおなじみの場所が映像となっている

ことに、喜んでおられました。 

映画を多くの方に観て頂き、近江鉄道に少しでも愛着を感じ

て愛される鉄道になっていけたらと思います。ぜひ、様々な場

面でご活用ください。 

（連絡先：近江鉄道映画製作実行委員会  

090-5251-3376（奥村）） 

 

ID＠508qfqtn 

蒲生コミュニティセンター 
Line 公式アカウント 

蒲生コミュニティセンター 

 

 

 

 

R３年度 あいがもけんぶん塾 

R３年度 わいわいサロン 

〒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 

 
■蒲生地区の人口 

（令和４年５月１日現在） 

人  口 ： 14,282 人（－27） 

男 性 ：   7,065 人（－ 8） 

女 性 ：   7,217 人（－19） 

世帯数 :   5,383  （－ 5） 

※（ ）内は前月比 

 

地域に密着した映画！！ 

【近江鉄道映画製作実行委員会】 

 

♪あかね児童合唱団員 随時募集♪ 
活動日：毎月第 1・2・4 土曜 午後 

（変更になる場合もあります） 
年長から中学３年生まで元気 

に活動中です★ご興味のある方 

はコミセンへお電話ください。 

 

あかねクラフト作りの会 
 

月に 2 回、火曜日の午前中に活動されるあかね

クラフト作りの会のお部屋におじゃましました。 

クラフトテープを使い、好きな色、デザインで

編むマイかご。じょうぶでかわいらしい花結びな

ど、多様な編み方で作成されていました。新しい

メンバーも募集されています。作る時間も、使う

のも楽しいクラフトかご♡新しい趣味をお探し

の方いかがでしょうか。 

蒲生コミセンを利用するサークルの紹介① 
 

コミセン教室・一日講座のご案内 

●わいわいサロン始まります！ お申し込み受付中 

第１回 ６月８日（水） 
10 時～11 時 30 分 

申し込み 

▶蒲生コミセン：電話・窓口 

（９時～17 時） 

 

●第 2 回 あいがもけんぶん塾 お申し込み受付中 
  ６月 26 日（日）13 時 30 分～ 

「蒲生の学校史 ―寺子屋から小学校へー」 
【講師】木全清博氏（滋賀大学名誉教授） 
受講料１回 500 円 

（当日 700 円） 
申し込み 

▶蒲生コミセン：窓口 

（９時～17 時） 

 
●６月のいきいき運動教室 開催日（受講生対象） 

６日（月）・13 日（月）・20 日（月）・27日（月） 

10 時～11時 30分 


