
                                         

佐久良川と日野川のモデル地区２カ所での、河川

美化活動も、今年で 13年目となりました。 

今年は、６月から９月に４回実施し、自治会連合

会、蒲生赤十字奉仕団、日野ライオンズクラブ、商

工会蒲生支部、ＪＡ滋賀蒲生町、地域活動応援隊、

企業、各種団体等、延べ 434名にのぼる、多くの

方々にご協力いただきありがとうございました。 

なお、今年も日野ライオンズクラブ様より、当委

員会事業の協力金としてご厚意を賜りました、あり

がとうございます。 

近年各地では、局地的な豪雨による災害が発生し

ています。当地でも一度豪雨が来れば、大きな被害

をもたらす事が予想されます。災害を少しでも減ら 

す為にも日頃からの、河川の清掃・除草作業が欠か

せません。 

「ふるさと蒲生野川づくり委員会」の活動趣旨で

ある川や水の大切さ、そして環境を守ることの大切 

 

除草作業とゴミ拾いのお礼 
 

蒲生地区まちづくり協議会 

（ふるさと蒲生野川づくり委員会） 

さ等を知っていただき、今後とも一級河川 

のみならず、各集落内の河川の清掃・整備 

活動に、地域の皆様のご協力を併せてお願 

いいたします。 

 

身近な川から 

はじめよう！ 

①歩道も綺麗になりました 

②佐久良川の高水敷には旧 

蒲生町のシンボルマーク 

もくっきりと現れました 

③日野川は夏の花火や運動 

公園利用者にも気持ちよ 

い景観となりました 

① 
② 

③ 

神無月の色を 

見つけました‼ 



  

    

 

 

 

 

 

 

（八日市駅番外編） 
 

９月25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４回が開催され、水本邦彦さ

ん（京都府立大学名誉教授）を講師に迎え、「古 

文書でみる近世近江の農村事情」と題した講演が

ありました。 

江戸時代の農村は、古めかしい風習やしきたり

で縛られ、貧しくて暗いイメージをもたれがちで

す。しかし、この時代の百姓たちは食糧生産の主

な担い手であり、互いに支え合いながら田畑を切

り拓いて耕し、彼らなりの掟を定めて地域の秩序

を保ち、時には国家権力にさえ物申す存在でもあ

りました。地域に残された古文書資料などから、

活力あふれる村々の様子や百姓の暮らしぶりを学 

 

 

 

【蒲生コミュニティセンター】 

蒲生地区まちづくり協議会（ふれあい交流部会） 

９月 14 日市保健師による骨密度測定や「ぴー

まん食楽部（くらぶ）」大田初代管理栄養士を講師

に“知っておくと安心 災害時の「食」を知ろう”

と題して、ローリングストック（循環型備蓄）の方

法やパッククッキングについて学びました。ロー

リングストックとは、普段使う食料や日用品を、も

しもの場合に備えて多めに買っておき、古くなっ

たものから日々の生活の中で使い、使った分を新

しく買い足すことで常に一定量を家に備蓄してお

く方法です。備蓄品の鮮度を保ち、いざという時に

も日常に近い食生活を送ることができます。 

また、常備食を使ってのレシピやパッククッキ 

ングレシピの紹介もあり 

ました。参加者の皆さん 

からは、早速、常備食を 

使ってのおいしいお手軽 

レシピを作ってみたいと 

喜んでいただきました。    

びました。 

あいがもけんぶん塾は多彩な 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガリ版伝承館企画展 2022開催の案内 

 「ガリ版文化研究第一人者の 

志村章子さんの足跡を紹介」 
 ガリ版文化研究第一人者の志村章子さんが今年 1

月、82 歳で亡くなられました。志村さんは 40 年以上

にわたり時代とともに消えゆくガリ版史に関わる関係

者の貴重な声を求め、聞き取り調査に日本各地、時には

海外にも視野を広げ取材を続け、一世紀を超えるガリ

版文化史の解明に努めてこられました。蒲生地区にも

何度も足を運び、堀井家の調査や講演もされています。 

 本展では、「志村章子のガリ版ものがたり」と題し、

本人及びご遺族の方より寄贈を受けた膨大な資料の一

部から志村さんの足跡をご紹介します。 

会期は、今年 11 月 19 日 ～ 来年 1 月 29 日まで

ガリ版伝承館で開催します。土・日のみ開館ですが、平

日・祝日は事前予約により 3 名以上の団体は開館しま

す。その他関連企画として来年 1 月 14 日には 和

歌山県立近代美術館 主任学芸員の植野 比佐見さん

を迎え講演会を行います。詳しくは、新ガリ版ネット 

ワークホームページ https://gamo-gariban.com を

ご覧ください。 

 

～知っておくと安心  

災害時の「食」を知ろう～  

【新ガリ版ネットワーク】 

【蒲生いきいきあかねフェア実行委員会】 

 
第 23回蒲生いきいきあかねフェア 
開催日：令和４年 11 月20 日（日）午前 9 時 30 分～ 

会 場：蒲生支所駐車場 

内 容：ステージイベント・蒲生のお餅・地元特産品 

お楽しみ抽選会・ふれあい屋台・キッチンカー 

（内容が変更となる場合があります） 

※詳しくは、イベントチラシで・・・ 
令和元年の様子 

９月 24、25 日と２日間、３年ぶり

に「びわこジャズ東近江」が開催され

た。東近江市役所～八日市駅周辺で 20

数カ所のステージが用意され、200 を

数えるジャズバンドが競演した。八日市

駅前の一等地も歩行者天国になりステー

ジが出現。好天も幸いし絶好のジャズ日

和。２日間、周辺は音楽で満たされた。 

 

次回は今年度の最終 

回で、10月29日（土） 

「近江狛犬めぐり－そ 

の魅力と楽しみ方－」 

（講師：小寺慶昭さん） 

の予定です。 

 

 

 

 

https://gamo-gariban.com/
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 江戸時代後期の文政年間（1818～30）に、南山城

（現在の京都府木津川市）に住む椿井（つばい）政

隆（広雄）（1770～1837）が石塔寺に来た。椿井は史

跡や寺社などを調べてその縁起書を作る国学者で

あった。石塔寺では、三重石塔の塔身（一層目軸部）

の各面を調査し、北面に「石峰山金剛澄寺 南無釈

迦文仏 貞観四壬午（862）五月九日造立」の文字を

見つけたとされる。 

 この話は、仁正寺藩主の市橋長昭（1773～1814）

の命により藩医の西生懐忠が編纂した『蒲生旧址

考』に記される。同書は、日野・蒲生・永源寺地区

を中心とする地域の名所旧跡について記していて、

当地の歴史を調べる上で参考となる。 

 しかし、石塔寺三重石塔に文字があったとするの

はこの記録だけである。椿井広雄は国学や有職故実 

 

  

 

に通じた人物であったが、近江や南

山城、河内などで現地の求めに応じ

て偽の系図や絵図を数多く制作した

ことが、馬部（ばべ）隆弘さんの研究

により明らかにされている。そのこ

とから、三重石塔北面の文字も創作

と思われる。 

『蒲生旧址考』の石塔の若宮大明

神の項には、惟喬（これたか）親王が

貞観元年（859）に小椋谷（愛知川上

流）に来た時、石塔も親王の土地に 

なったことから親王を祭神とし、石

塔寺の大塔を親王が建てたと記して

いる。その関係で貞観４年の造立に

したと考えられる。 

 

  

 

  

『蒲生旧址考』（復刻本）より 

 

石塔寺（その 8） 椿井政隆の石塔寺来訪 

蒲生地区 

日時：12 月 10 日(土) 

午前８：30～11：00 

場所：蒲生運動公園グラウンド  

北側駐車場 

大型(金属性)資源 

無料回収のお知らせ 

◆ 詳細は、新聞折り込みチラシで 
お知らせします。 

【蒲生地区まちづくり協議会】 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
■蒲生地区の人口 

（令和４年 10 月 1 日現在） 

人  口：14,327 人(＋11) 

男 性： 7,113 人(＋18) 

女 性： 7,214 人(－  7) 

世帯数： 5,467    (＋18) 

※(  )内は前月比 

 

 

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 

TEL 0748-55-4895  IP 050-5802-2528 

 

わいが屋＠せせらぎで楽しいひと時を♪ 

11/17 
(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。 

今回は松尾季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(※10 月開催の予定でした

が 11 月に変更となっています)。どなたでも参加可能です。 

お誘い合わせの上、ぜひお越しください！ 

 
 

 

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 

TEL 0748-55-0207 IP 050-5801-0207  

FAX 0748-55-3898 

 

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 

       

応援塾 

蒲生わいわいサロン  

11 月 9 日（水）10：00～11：30       

スクエアステップ体験 

持ち物：飲物・動きやすい服装でお越しください 

場 所：蒲生コミュニティセンター 小ホール 

        

 
スマホ入門講座 連続３回講座  

1２月 2 日・９日・16 日（金） 

【時間】 10：00～12：00 【会場】学習室７ 

【受講料】3００円（全３回） 

講師：黄瀬 清典氏（ソフトバンクスマホアドバイザー） 

受付開始：11 月７日（月）定員２０名 

★蒲生コミュニティセンター窓口へお申込みください。 

（9：00～17：00） 

 

        

 

【1１月休館日…15 日（火）１６日（水）】 

        

 

１１月「音楽の散歩道」のご案内 

【日時】11 月２５日（金） 

開演 13：30～ （開場 13：00） 
 

第一部 ◇民 謡  

      出演者 塚田陵子さん 

第二部 ◇よし笛の演奏 

日本よし笛の会  

チーム・ステップアップ iN あかね 

◇みんなで歌おう 

【料金】５００円 

事前の申し込みが不要となりました。 

お誘いあわせの上お越しください。 

 〈９月「音楽の散歩道」の様子〉 

 

問合せは…蒲生子育て支援センター  

TEL 0748-55-4889   IP 050-5802-9361 

 

図書館司書さんによる絵本の 

読み語りや、わらべ歌遊びなど 

があります。ゆったりと心地良 

い時間を親子で過ごしませんか・・・ 

ぜひお越しください。お待ちしています。 

≪おはなし広場開催のご案内≫ 

日時：11 月 24 日（木）午前 11 時～ 

12 月 22 日（木）午前 11 時～ 

場所：蒲生支所３階（つどいの広場） 

 

蒲生子育て支援センター 

子育て支援情報 

【第２層協議体わいがや支え合い蒲生】 


