
             

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                    

                

石塔交流公園にて 

文月の色を見つけました‼ 

５月 16日、ガリ版伝承館周辺にて蒲生西小学

校３年生の校外学習がありました。 

まずは、ゴミについての学習です、長年生ごみ

の減量化に取り組んでいる、まちづくり協議会の

エコランド部会が担当しました。「50 年前まで

はゴミを出さない生活が普通で、燃えるゴミや燃

えないゴミを集める袋がありませんでした」と言

う話には、児童のみなさんは、とても不思議な様

子で、「ゴミを出さない方法をみんなで考えてみ

よう！」からはじまり、生ゴミの堆肥化の見学。

慣れない臭いで鼻をつまんでいる児童もいまし

たが、燃えるゴミ袋に入ったスイカの皮も燃やし

ていることにこれも不思議な面持ちでした。 

 その後は、新ガリ版ネットワークの担当者よ

り、ガリ版伝承館と「がりばん楽校」（旧岡村邸）

を見学しました。この地がガリ版こと謄写版の発

祥であることや、現在ではコピー機が全国、全世 

 

界の学校、役所、会社にあるように、当時は堀井

謄写堂の謄写版が至る所にあったことなど知り

ました。また、コピー機のような使い方だけでな

く、多くの芸術家による多色刷りの孔版画作品が

生まれたことも学習しました。 

           ゴミの減量化やガリ版

への興味につながること 

を期待しています。 

 

多くのことを学びました！ ～ゴミの減量化＆ガリ版～ 

蒲生地区まちづくり協議会 

      （エコランド部会） 

 

上麻生町にて 上麻生町にて 

文月の色を見つけました‼ 



  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

駅から歩いて約 10分。愛知川図書

館に併設された「愛知川びんてまりの

館」に到着。不思議なビン細工手まり

の種明かしをここでは動画で視聴する

ことが出来る。丸くて、中がよく見え

る（丸く、仲良く）という縁起物。江

戸時代からの伝承で、地域で継承して

いるのはすごいことだ。よくも昔の人

はこんなことを考えたなあ。種明かし

でスッキリした。 

 

古墳公園で古代の歴史にふれる 

（愛知川駅編） 
 

６月 26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２回が開催され、木全清 

博さん（滋賀大学名誉教授）を講師に迎え、 

「蒲生の学校史-寺子屋から小学校へ-」と題し 

た講演がありました。 

明治５年に学制が定められると、寺子屋に代 

わり村々に小学校が設立され、近代教育が始ま 

りました。今年は学制の公布からちょうど150

年という記念すべき年です。木全さんは『蒲生 

町史』の執筆もされており、その時に収集・調 

査された蒲生に残る具体的な資料をたくさん提 

 

 

 

 

６年生学習の一環として、今年も蒲生西小 68名（５

月 26日）と蒲生東小 27名（６月７日）の児童たちが

「あかね古墳公園」に訪れました。 

古代人に扮したボランティアより天乞山古墳、久保田

山古墳で説明を受け、石室に入る体験や古墳の測量を行

いしっかりとノートに書きました。 

児童たちからは「埴輪などいろいろなものが発掘され

たの？」「亡くなる前から古墳を造り始めたの？」「大き

くて高い位置にある墓は地位の高さを示すもの？」

「昔々に造った古墳が地域で守られているんだなぁ！」

「良く遊びに行く家の近くの古墳が、とても貴重なもの

と知った！」「実際に竪穴式石室に寝ころび、昔を想像

した！」などの声がありました。 

学習と体験したことを学校へ持ち帰り、復習したり発

表したりして蒲生の良さをより語り合ってくれました。  

 

【４人のボランティア】 

新型コロナウイルスと共に暮らす 
 

～正しく恐れよう～  

《新型コロナウイルス感染症と 

インフルエンザの同時流行に備えましょう》 

今年は、インフルエンザも流行しており、新型 

コロナウイルス感染症との同時流行も懸念されて 

います。正しい予防方法で「かからない」「うつさ 

ない」を心がけましょう。 

 

 

蒲生地区まちづくり協議会（広報企画委員会） 

◇予防のポイント 

・流行する前にインフルエンザワクチンを接 

種しましょう。 

・こまめな手洗い、手指の消毒を心がけましょ 

う。 

・正しくマスクを着用しましょう。 

・三密（密閉空間・密集場所・密接場面）を避 

けましょう。 

・室内は適度な湿度を保ちましょう。 

・十分な休養とバランスのよい食事を心がけ、

免疫力を高めましょう。 

 

示され、蒲生にあった寺子 

屋の様子、明治に小学校が 

10 校も開設されたことな 

ど、私たちが思ってもいな 

かった明治期の教育の様子 

を知ることができました。 

今年度のあいが 

もけんぶん塾も多 

彩な内容の講義を 

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。 

 

 

 

 

 

【蒲生コミュニティセンター】 

（右側の写真は同館の許可を得て掲載しています。） 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1872%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E5%88%B6
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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。 

今回は夏の風物詩『江州音頭を踊ろう！』です。真鍮家文好さ

んをお招きし、江州音頭を踊ったり、夏らしい企画で楽しんだり

と色々考えています。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！ 

 

 
 

 

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 

８/18 
(木) 

 

場所 

問合せ  

石塔寺（その 6） 三重石塔の石柵 

 
 石塔寺の三重石塔のある広場には、階段を上がっ

たところから左右に石柵が延びている。もとは三重

石塔を囲むように建っていたもので、その様子は

『近江蒲生郡志』掲載の写真でうかがえる（「がも

うの話」前号参照）。同書には、「安政三年三月、宝

塔四周に石柵を建つ。江戸、大坂、京都、大和、伊

勢、越後、和泉、河内等遠国人より、蒲生、神崎、

愛知諸郡の寄附者氏名を列記す」とある。 

 石柵は花崗岩製で、高さ約 1.45ｍ、長さ約 33ｍ、

少し大きめの親柱 6本、30㎝間隔で並ぶ子柱 102本

が現存する。親柱の 1本に「維時安政三丙辰歳八月」

「石工 山上ムラ 熊二郎」と製作年・石工名が記

される。安政 3年（1856）は、阿育王塔が建てられ 

 

 

 

13：30～15：00 

『江州音頭を踊ろう！』 

自然を活用した幼児教育・保育は、子どもの主体

性、協調性、自己肯定感等の「非認知能力」を育む

うえで非常に大切です。（県HP より引用） 

本園では、身近な自然の楽しさを体験する本市の

「里山保育」に、５歳児が年２回参加しています。

また、園周辺の身近な自然を楽しむことができるあ

ぜ道散歩を、春夏秋冬毎日の日課としています。 

このたび、これらの取組みと４、５歳児が「河辺

いきものの森」で四季を通じて行っている体験活動

が評価され『しが自然保育認定制度』の認定を受け

ました。 

この『認定』を励みとし、いっそう、子どもが自

分で考え、自分で決め、自分から動き出すプロセス

を大事にするとともに、これまで以上に保育者が子

どもの声を真摯に受け止め、可能な限り子どもが主

体の活動を大切にしてまいります。 

日頃の活動を温かく見守ってくださっている地

域の皆様や、雨の日散歩に備えてかっぱや長靴をご

用意くださるなど活動にご理解いただいている保

護者の皆様に、この場を借りて深く感謝申しあげま

す。いつもありがとうございます。 

 

たとされる寛弘 3年（1006）から 850年目に当たる。 

 当初の姿を復元すると 9ｍ四方（北側には開口部

あり）の石柵である。石柱に彫られている銘文を見

ると、『近江蒲生郡志』に記される遠方の人、綺田の

野口忠蔵や日野の正野玄三、八幡の伴荘右衛門など

の近江商人、下小 

房、川合、古市子、 

新堂などの蒲生地 

区の人、地元石塔 

の世話人など、約 

90人の名前が確認 

できる。 

 

 

 

  

石柵の現況 

自然を活用した保育 

【ふたばこども園】 

 

発明王エジソンからの手紙発見！ 
発明家トーマス・エジソン 

から謄写版（ガリ版）発明者、 

堀井新治郎に宛てた手紙がガ 

リ版伝承館（蒲生岡本町）の 

蔵から見つかり、特別公開さ 

れた。手紙は 1922 年２月 

16日付けで、堀井新治郎から 

自身の 75 歳の誕生日を祝う 

メッセージへの礼状である。 

感謝の英文がタイプライター 

で打たれ、直筆のサインが見 

られた。今回は、礼状のほか 

エジソンに関連する電報など 

計８点が展示されました。 

エジソンとの交流がうかがえ 

る貴重な資料でした。 

 
蒲生地区まちづくり協議会（広報企画委員会） 

堀井新治郎様 
私の誕生日を覚えていてくださ
り、とても嬉しく思います。お
祝いの言葉とお気持ちをありが
とうございます。あなたのご厚
意に大変感謝申し上げます。 

トーマス A エジソン 



 

 

 

 

 

 

 

 
■蒲生地区の人口 

（令和４年 7 月 1 日現在） 

人  口：14,293 人(＋11) 

男 性： 7,067 人(－  3) 

女 性： 7,226 人(＋14) 

世帯数： 5,402  (＋10) 

※(  )内は前月比 

 

蒲生コミュニティセンター 
Line 公式アカウント 

 

 

 
 

日時 
①令和４年  ９月 10日（土） ９：00～12：00 
②令和４年 12 月  3 日（土） ９：00～12：00 

場所 
①日野町大谷 970       日野消防署 定員 10 名 
②竜王町山之上 5895  竜王出張所 定員 10 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心肺蘇生法を身につけよう！ 
もしも、倒れている人や怪我をしている人を見つけたら、あ

なたは何ができると思いますか？大切な家族、友人の命を守る

ために、この機会に応急手当講習会を受けてみませんか？ 

◆対象者：中学生以上  ◆受講料：無料  ◆講師：消防署員 

 ☆上記の日程以外でも、各消防署で応急手当講習会を開催しています 

ので、お気軽に最寄りの消防署までお問い合わせ下さい。 

 また、各日程を組合ホームページにも掲載しています。 

☆新型コロナウイルス感染症まん延に伴い、講習会を 

中止する場合がございます。 

 ＊問い合わせ・申し込みは     日野町大谷 970 番地 

東近江行政組合日野消防署 TEL：0748-52-0119 

  

               

 

５０th 
anniversary 

（受講生対象） 

B 日程 ８月６日（土） ９時３０分～１２時  
 ★蒲生地区小中学生対象   

 

８月 5 日（金）１３時３０分～１6 時頃  
参加費（材料代）５００円 

ものづくり教室名 定 員 

ガリ版でトートバックづくり １５名 

竹を使ったペン立て・置物づくり ２０名 

お花フレームづくり ２０名 

クラフトバンドの小物づくり ２０名 

木を使った貯金箱づくり ２０名 

 
   

      
要申込 7/4 より申込受付中 

8 月１０日（水）江州音頭を楽しもう！ 

9 月１４日（水）鉛筆デッサンをしてみよう 

時間 １０時～１１時３０分 【定員】３５名 

蒲生コミセン 小ホール 参加費 無料 

 

 

 

 

            

 

８月休館日のご案内 
13 日・14 日 
（土） （日） 

      
 

8 月 6 日（土） 
14 時～ 子ども向け 

16 時 30 分～ 大人向け 

あかね文化ホール 大ホール 入場無料 

蒲生コミセン 小ホール 参加費 無料 

 

 

 

 

            

 

詳しくは QR コードより 
チラシをご覧ください 

 

７月２３日（土）７月３０日（土） 
８月１１日（祝・木） ９時～１２時  
 ★蒲生地区小 4～中学生対象   

 
（受講生対象） 

８月 17 日（水）１０時～１１時 30 分 

            

 

蒲生コミュニティセンター 
 
〒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 

教室・講座あんない 
 

 要申込（電話可） 

7 月 29 日（金）13 時 30 分～      
アルハープの演奏 

蒲生コミセン 小ホール 参加費 500 円 

定員 ８０名（申込順）  

            

 

蒲生コミュニティセンター 

Line 公式アカウント 

ID＠508qfqtn 

※コガモマルシェでは、７月～９月の間

夏期時間の営業とさせていただきます。 

 


