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蒲生地区にて 
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蒲生まちづくり会議を８月８日に開催しまし

た。この会議は自治連役員、蒲生地区選出県・市

議会議員、ＪＡ滋賀蒲生町、連携する各種団体長、

がもう夢工房、蒲生支所、蒲生医療センター、蒲

生コミセン、地域担当職員、まち協等で構成され、

蒲生地区における課題を共有し、その解決につな

げようとするものです。 

まず、ガリ版の堀井家で発見された発明王エジ

ソンからの手紙がテレビ等で報道されましたが、

それを契機にしたガリ版によるまちづくりの提

案が発表されました。 

次に、市に要望している市道３路線の進捗状況

や旧リゲインハウス計画用地の整備計画、近江鉄

道の蒲生医療センター前駅開設についての質問

には、市議会議員から報告がありました。また、

ガリ版伝承館関連については、県議会議員から県

への提言等の状況が話されました。 

 

 

蒲生まちづくり会議 ～蒲生地区の現状と地域課題を共有～ 
 

【蒲生地区まちづくり協議会】 

 

参加者からは、コロナ禍、高齢化が進む中での

自治会活動の在り方について、幅広く情報交換が

必要ではとの意見も出ました。最後に、各種団体

長から今後の活動計画などが報告されました。 

これからも関連団体と連携を密にし「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

目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

長月の色を見つけました‼ 



     

 

 

 

 

８月５日（金）蒲生地区の小学生を対象に「夏休みも

のづくり屋台村」を蒲生コミュニティセンターで開催

しました。 

 ものづくり屋台村は、自分で考えて作品を仕上げる

ことを目的に「ガリ版でトートバックづくり」、「竹を使

ったペン立て・置物づくり」、「お花のフレームづくり」、

「クラフト小物づくり」、「木を使った貯金箱づくり」の

５つの屋台参加者を募集しました。当日は、体調不良で

参加できない方もありましたが、５つの屋台参加者は

親子合せて約 90 人で、各部屋に分かれてものづくり

に取りかかりました。 

              どこのものづくり参加 

者も、最初は材料が置か 

れている状態だけで、ど 

のようなものを作るのか 

アイデアを出すのに少し 

時間が掛かり過ぎていま 

したが、アイデアがひら 

めくと急ピッチに手が動 

 

（ありがとうフェスタ編） 
 

【蒲生コミュニティセンター】 

近江鉄道は、 

10 月 16 日に 

沿線各地の活性 

化に取り組んで 

いる団体などと 

連携して「あり 

がとうフェスタ」を開催する。そのイベ

ントにあわせ、初めての取り組みとして

同社の鉄道線の全線無料を行う。始発か

ら終電まで乗り降り自由。各駅で実施さ

れる催しをはしごできるということです。 

日頃、同線とは無縁の皆さんがご家族

で、ご夫婦で乗車されてはどうでしょう。 

 

子どもは発明王！！ 

夏休みものづくり屋台村を開催 

 

 

ような出逢いの場にと、参加者さんへの声かけもスタッ

フがチラシを持って知り合い等々のお宅を訪問するこ

とから始め、当日も参加者の中に入り、その後も手探

りではありますが、寄り添えたらと･････ 

思いが通じたのでしょうか、協賛団体の 30 代の男

性と女性、参加者のお母さん世代の方がスタッフとし

てお手伝いくださって、とても和やかなイベントにし

て下さいました。これからは、お節介お兄さん・お姉

さん、そして、おじさん・おばさんですね。 

3 年ぶり 26 回目の出逢いの場を、がもう夢工房が

整備された“がりばん楽校”をお借りして開催。 

ガリ版芸術村村長岡田さん達の指導の下にガリ版で

メッセージカードづくり。ヤスリ板の上に蝋原紙をお

いて、鉄筆でガリガリ、原紙を謄写版に貼り付けてイ

ンクを付けたローラーで圧をかけて印刷。皆さん初め

ての体験でしたが、とても上手に刷り上がりました。 

人間回転寿司という自己紹介、懇談、そして思う人

と印刷したメッセージカードで連絡先の交換。 

今回は、日本の結婚への誘いの原点“おみあい”の 蒲生地区まちづくり協議会（あかね部会） 

 

き、スイスイと作品が出来上がっていきまし

た。作品では、お金がグルグル回る貯金箱やと

ても素敵なオリジナルトートバックなど子ど

もたちの発明ばかりでした。 
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石塔寺境内の句碑・石碑・歌碑 
 三重石塔のある山上広場に登ると、その左端に句

碑と石碑がある。句碑は丸くて細長い自然石に、「か

れ野山 父は 恋し 石の塔 虚白」と刻まれてい

る。虚白（1773～1847）は江戸時代後期の僧侶で、

俳人でもあった。甲賀市土山町南土山の常明寺に居

たことから、県内に句碑がいくつもある。 

石碑は大きな一枚石の表面を掘り窪めて約 150

字の漢文を刻んだもので、安政 7年（1860）春に宇

都宮の伊藤良輔が建てている。内容は、『西京雑記』

（中国の古典）に載る滕公（とうこう）の墓所に関

する説話は疑わしいと思っていたが、石塔寺の発見

説話を信じるならば滕公の話も信じることができ

ると分かったので、その喜びから碑を建てたと記さ 

 

  

 

石碑と句碑 

新型コロナウイルスと共に暮らす 
 

蒲生地区まちづくり協議会（広報企画委員会） 

最近、感染拡大をしている新型コロナウ 

イルス。子どもからお年寄りまで、どんな 

方も感染するようになりました。身近な人 

が感染すると濃厚接触者になりますが、以前より、濃厚

接触者の待機期間が短縮されています。 

●待機期間は、5 日間（6 日目に解除） 

●2日目と3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で 

陰性を確認した場合は、3 日目から解除が可能 

※令和４年９月７日時点の情報です。 

いつ、誰が感染してもおかしくない現状です。自分が

できる感染対策を今後も心掛けていきたいですね。 

 

れる。伊藤良輔の父が石塔の生まれであったことの

縁による。宇都宮にはかつて蒲生氏が居住したこと

から日野町通りがあり、近江との関わりも深い。 

歌碑は、山上広場に登る石段の途中、右側の石垣

の中に組み込まれてい 

る丸い細長の石である。 

詠み人や年月日などは 

刻まれていないが、江 

戸時代のものと思われ 

る。「身の罪の重きも 

知らて 石の塔 おも 

しと思ふ こころゆか 

しさ」。 

 

 

  

 

おもちゃ図書館にて、栄養講座を開催します。 

10 月 21 日(金)までに下記の連絡先へ予約して下さい。 

【日時】10月28日（金）午前10時～11時30分 

【場所】せせらぎ（東近江市社協蒲生事務所） 

【内容】・幼児期のおやつについて学ぼう❣ 

・防災パックを使ったカルシウム  

たっぷりのおやつを作ろう❣  

・ママの骨密度測定（超音波での安全な検査です） 

【定員】10 組程度（コロナ感染状況により調整します） 

【講師】ぴーまん食楽部 河本かよ 栄養士 

【連絡先】蒲生地区まちづくり協議会事務局  

電話・FAX 0748-55-3030 

（月曜日から金曜日の午前中のみ）  

※申込み書は、直接蒲生コミュニティセンター窓口に 

届けて頂いても結構です。 

 

 

親子の栄養講座の案内

蒲生地区まちづくり協議会（ふれあい交流部会） 

～正しく恐れよう～  

  他会場の日程や

健 (検 )診の種類

等、詳 

しくは 

こちら 

→ 

厚生労働省が定めている「がん予防重点健康教育及びがん検診実

施のための指針」の改正に伴い令和５年４月から、胃部エックス

線検査の受診が２年に 1 回、50 歳以上の方が対象になります。 

  

◆胃内視鏡検査もしくは胃部エックス線検査のいずれかを２年に
１回受診できます。  

◆令和５年度に限り、令和４年度に胃部エックス線検査を受診し
ていても、胃内視鏡検査もしくは胃部エックス線検査を受けて
いただけます。 

◆ただし、令和４年度に胃内視鏡検査を受けた方は、令和５年度
は胃がん検診を受診していただけませんのでご了承ください。 

健康推進課（保健センター) I P 050-5801-5050 TEL 0748-23-5050 

  ◆健(検)診、受けましたか？ 

 
蒲生コミュニティセンター会場で、10 月

27 日(木)と 28 日(金)に市の集団健(検)診

を開催します。今年度まだ受診されていな

い人は、ぜひお申し込みください！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
■蒲生地区の人口 

（令和４年９月 1 日現在） 

人  口：14,316 人(     0) 

男 性： 7,095 人(－  5) 

女 性： 7,221 人(＋  5) 

世帯数： 5,449   (＋  7) 

※(  )内は前月比 

 

 
蒲生子育て支援センター 

子育て支援情報 

問合せは…蒲生子育て支援センター  

℡0748-55-4889    IP050-5802-9361 

 

１才未満の赤ちゃんとお母さん、妊婦さんが集

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。感染症予防のた

め、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。 

≪赤ちゃん広場≫ 
 

日 時：10 月 14 日（金）（助産師同席） 

 10：00～11：30 

場 所：蒲生支所３階（つどいの広場）     
対 象：１歳未満の赤ちゃん（兄姉の同伴可） 

持ち物：バスタオル 

 
 

 

 

 

 

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 

 

わいが屋＠せせらぎで楽しいひと時を♪ 

10/20 
(木) 

 

場所 
問合せ  

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。 

今回は松尾洋子先生にお越しいただき『自分みがきのカラー

コーディネート』を行います。「自分に合う色って何だろ

う？」「今の時期は何色が合うだろう？」など、おしゃれが

楽しくなる企画になっています。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！ 

 

 
 

 

13：30～15：00 

『自分みがきのカラーコーディネート👗』 

 

 
コーヒー
100 円 

友達募集中      

ID＠508qfqtn 

●申込・問い合わせ先 蒲生コミュニティセンター 

☎ 0748-55-0207 IP050-5801-0207  

FAX0748-55-3898 

あかね人形劇鑑賞会 

『火よう日のごちそうはひきがえる』 

（上映時間 65 分）人形劇団京芸 

原作：ラッセル・E・エリクソン 

★小学生ファミリー層にうってつけ。 

かわいいだけじゃない！ 

人形劇のイメージを覆すドラマチックな大舞台！ 

10 月 16 日（日）【開場】12 時 30 分【開演】13 時 

【場所】蒲生コミュニティセンター 小ホール 

【料金】500円（３歳以下無料） 

※申込後コミセン窓口にてお支払いください 

【定員】先着 90名（自由席） 

 

あいがもけんぶん塾（第 5 回）  

10 月 29 日（土）13 時 30 分～       

受講料 500 円（当日 700 円） 

蒲生コミュニティセンター 小ホール 

近江狛犬めぐり -その魅力と楽しみ方- 

講師：小寺 慶昭氏（龍谷大学名誉教授） 

        

 

蒲生わいわいサロン  

10 月 12 日（水）10 時～       

風呂敷でエコライフ 

講 師：近江商人博物館 木村 芽子さん 

持ち物：風呂敷、500mlペットボトル 1本 

場 所：蒲生コミュニティセンター 小ホール 

        

 

LINE 

詳しくは QR コードより 
チラシをご覧ください 

 

529-1531 滋賀県東近江市市子川原町 461-1 

蒲生コミュニティセンター 
LINE 公式アカウント 

教室・講座あんない 
 
  

        

 

参加者募集中 

       

【10 月休館日…９日（日）】 

        

 

【申込】 

下記 QR コードを読 
込みいただき、お申込 
専用フォームに必要 
事項を入力の上、送信 
して申込みください。 
受付開始▼ 
９月５日（月）9：00～ 

 

応援塾 


