
                                       

「二十歳のつどい・謝恩会」 
 令和 5年 1月 8日にあかね文化ホール、蒲生

コミュニティセンター小ホールで二十歳の仲間た

ち 150名と小中学校の恩師 20名をお迎えして

落ち着いた雰囲気の中、謝恩会を開催しました。 

会場では恩師の温かい言葉をいただき、子ども

の頃の写真が映し出される中、お互いの成長を驚

くとともに、今日までの感謝の思いとこれから社 

 

会で活躍する新たな決意の一日となりました。 

謝恩会場では「先生、私のこと分かりますか？」

と言う会話がたくさん聞こえてきました。本当に

楽しい一日でした。本会の開催にあたり。多くの

関係者の皆さまにご協力いただき感謝申し上げます。 

民法改正により１８歳成人となり、私たちの責

任も益々重要と考えます。インターネットや SNS 

 

で世界中が結ば 

れる中、大きな 

戦争もあり、私 

たちは、外国に 

ルーツを持つ仲 

間や障害のある 

仲間もいます。 

このような多様 

な仲間と共生の 

社会を実現して 

いきたいと思い

ます。 

【二十歳のつどい 

・謝恩会実行委員】 

蒲生コミセン  （盆梅展） 



  

    

 

 

 

1 月 14 日午後 2 時より、ガリ版伝承館企画展

記念講演会を岡本公民館(蒲生岡本町)で開催しま

した。今回の企画展のテーマに因み、謄写版画、孔

版画に詳しい和歌山県立近代美術館 主任学芸員

の植野比佐見氏を迎え、『志村章子さんの仕事―ガ

リ版文化研究者としての』と題して講演いただきま

した。 

志村さんと所縁のある方やガリ版関連の研究者

(大学教授など)、作家、愛好家、地元の方々など 51

名の方が参加され、半数近くは、福岡、徳島、東京、

神奈川、岐阜、大阪など遠方から来られました。講

演では、植野さん自身が志村さんとの関わりで感じ

られたガリ版文化研究者としての姿勢、そして、志

村さんが魅せられ生涯をかけた100年に及ぶガリ

版文化がどのように形成され、どのような魅力があ

るのかを、画像を交え、美術的価値の観点からも話

されました。また、今後のガリ版文化をどう育むの 

 

志村さんを偲ぶ講演会に全国から 

【新ガリ版ネットワーク】 

】 

東近江市さわやか環境づくり協議会の主力事業で

ある「環境出前講座」では、小学校へは「小２エコク

ラブ」、就学前の子どもたちへは「環境キャラバン隊」

として全市の小学校、園にむけて実施しています。 

 エコランド部会ではこのほど長峰幼稚園へ、環境 

キャラバン隊として 4名が参加し、さらに協議会の

サポーターである女子硬式野球チーム「東近江バイ

オレッツ」の坂原愛海選手と長谷川真心選手も応援

に駆けつけてくださり、フレッシュなムードの中で

紙芝居や環境クイズを行いました。 

紙芝居では森の植物や生き物を大切に、ゴミを捨

てないことや、ペットボトルの分別やリサイクルに

ついてのクイズに園児たちは興味深く楽しく参加

し、家に帰ったら家族と一緒に分別しようと約束し

てくれました。 

 

蒲生地区まちづくり協議会（エコランド部会） 

「紙芝居やクイズ」で楽しく 

学びました 
 

水口駅を降り立ち、目の前の国道 307号

を信楽方面へ。新町交差点（旧国道 1 号）

をさらに 150ｍほど進み、右折。100ｍほ

どで、大徳寺というお寺の境内に到着。 

このお寺のいわれによると、徳川家康と

縁が深いとある。家康は上洛の折り、水口で

宿泊する時はここを使ったとのこと。「家康

の腰掛石」もある。折しも大河ドラマも家康

ブーム。一度訪れてみるのもいいかも。「ど

うする？」 

 

（水口駅編） 
 

かの可能性を示唆する話もされました。 

講演後も活発な質問や意見交換があり盛況の中、

終えることが出来ました。 

 

東近江市市民活動推進交流会 

わくわくこらぼ村 

子ども達に初めての体験やイベントを通して

「東近江市の“ええやん”」なところを見つけて

もらい、東近江市の魅力を伝えるイベントです。 

開催日時：３月４日（土）13：00～17：00 

開催場所：アピア４階 

（アピアホール、研修室 A・B） 

内  容：展示、ワークショップ、各種販売 

 【東近江市市民活動推進交流会実行委員会】 

今年のテーマは 

『いろんな“ええやん”をみつけよう』 

大徳寺山門 家康の腰掛石 

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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“近江のケンケト祭り長刀振り”がユネスコの「無形文化遺産」登録！ 

昨年 11 月 30 日、国連教育科学文化機関（ユネ

スコ）の無形文化遺産に、日本の「風流踊（ふり

ゅうおどり）」の登録が決定した。24 都府県の 41

件の民俗芸能が含まれていて、滋賀県に関するも

のは「近江湖南のサンヤレ踊り」と「近江のケン

ケト祭り長刀（なぎなた）振り」の 2 件である。

後者に蒲生地区の宮川の春祭りなどが含まれる。 

 祇園社領であった宮川と竜王町山之上の合同祭

礼では、山之上区により長刀振りが、宮川区では

子どもたちによる小踊り、大踊りが行われる。麻

生庄と呼ばれた蒲生岡本、上麻生、下麻生の祭り

では、上麻生区の年少の子どもたちが鉦・太鼓な

どを鳴らして踊るカンカ踊り、年長の子どもがケ

ンケトと呼ばれる長刀振りを行ってきた（少子化 

  

 

 

宮川区の小踊り 

 

第 47 回蒲生地区百人一首かるた大会が 1

月 9日（祝）に行われました。 

例年は、かるたに親しんでもらおうと、坊主

めくり・5色かるた・団体戦も行っていた為、

にぎやかな大会でしたが、今回は感染症対策に

配慮し、個人戦のみとなりました。 

まず、会長から 47回と回数を重ねている大

会が無事出来ることの感謝、それから家族の方

や読手、役員など皆さんへの感謝の気持ちを忘

れないで欲しいとの挨拶がありました。 

読手の方の朗々とした声が響く中始まり、読

手の上の句の一言目で取られる札もあり、それ

ぞれが得意の札がある様子でした。参加した子

ども達と話すと、学校や家庭でかるたを練習

し、楽しんでいるとのことでした。姉妹での参

加もあり、熱戦が繰り広げられました。 

次回は、多くの子ども達の元気な声が聞こえ

る、かるた大会が開催されることを願っています。 

 

百人一首かるた大会 

 

のために現在は休止中）。 

これらの祭りは、中世後期（室町時代）にみら

れる祭礼芸能の姿を今にうかがわせるものとして、

2020年 3月に国の重要無形民俗文化財に指定され

ていた。今回の世界無形文化遺産への登録は、地

域に受け継 

がれてきた 

伝統ある祭 

りが世界的 

に価値ある 

ものとして 

認められた 

ことを意味 

する。 

 

 

  

１月８日の東近江市消防出初式（布引運動公

園体育館）において長峰自治会連合会自警団が

長年の防火防災活動の取組みを評価され、優良

自主消防組織表彰を市長から授与されました。 

長峰自警団は発足以来約 25 年間、住民、消

防団、行政と連携し防火防災訓練や啓発活動を

通じ災害活動能力の向上に努めてこられ、今後

も「自分たちの地域は自分たちで守る」の意識の

もと、効果的な防火防災啓発や適切な災害対応

の知識・技能の向上を目指されます。 

蒲生地区防災会（事務局：東近江市蒲生支所）

では長峰自警団の活動など各自治会の自主防災

組織や自警団の活動を支援しています。今後の

地域の防火防災意識の向上など「防災力」が高ま

るよう皆さんのご理解、ご協力をお願いします。 

 

長峰自警団が出初式で表彰 

 

【蒲生地区防災会：事務局】 

 

令和５年東近江市出初式において 【蒲生地区子ども会連合会】 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
■蒲生地区の人口 

（令和５年２月 1 日現在） 

人  口：14,292 人(－60) 

男 性： 7,112 人(－37) 

女 性： 7,180 人(－23) 

世帯数： 5,501    (－38) 

※(  )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 

友達募集中🚩 

ID＠508qfqtn 

 

詳しくはQRコードよりチラシをご覧ください 

 

蒲生コミュニティセンター LINE 公式アカウント 

 

わいが屋＠せせらぎで楽しいひと時を♪ 
３月の開催案内 

13：30～15：00 

『知ってますか？薬の正しい飲み方』 

 

【第２層協議体わいがや支え合い蒲生】 

３/16 
(木) 

 

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 

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

 

 

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 

●申込・問い合わせ先 蒲生コミュニティセンター 

（受付時間）9：00～17：00）☎0748-55-0207 

 IP050-5801-0207 FAX0748-55-3898 

 教室・講座あんない 
 
  

        

 

参加者募集中 

        

 

どなたでも参加 

できます！ 

 

 

 
椅子に座ってできる体操を中心に♪   
ストレッチ、筋力トレーニング、ヨガ、有酸素運動、脳トレ体操な

ど、みんなで心と身体をリフレッシュしませんか！ 

 

        

 

日 時：毎週月曜日（祝日、休館日は除く）午前 10 時～11 時 30 分 

場 所：蒲生コミュニティセンター 学習室７ 

講 師：三浦 貴子 先生 

参加費：1 回 500 円 参加費は 2 か月分まとめて集めさせていただきます 

（4 月～５月の９回分は、初回４月３日（月）に集金） 

持ち物：タオル・飲み物 動きやすい服装 

定 員：24 名（先着順） ※２月 27 日（月）より受付開始！ 

 

： 

        

 

 

蒲生わいわいサロン  

日 時：3月 8 日（水） 

午前 10 時～11時 30分       

内 容：箏・三味線・尺八の 

演奏曲で春の調べを 

聴きましょう♪（蒲生三曲会） 

会 場：蒲生コミュニティセンター 小ホール 

定 員：30名 
～ 軽い運動をしますので、動きやすい 

服装でお越しください。～ 
  

        

 

 参加費無料！ 

LINE 


