わ音

家や作詞家の想い、そして歌い手の想いが込

められています。そんな音楽をこのまちいっ

ぱいに響かせることで人と人をつなげ、まち

を盛り上げようとしている人がいます。今回

は、音楽でまちを盛り上げようとがんばって
いる方々からお話を聞いてみました。

また︑わ音の活動の中でもう一つ中

しゃいました︒

くれています︒﹂と︑裕香里さんはおっ

の繰り返しが︑私の人生を豊かにして

に嬉しい︒活動を通じた出会いと再会

育ったところで活動できることは本当

と再会することだそうです︒﹁生まれ

いが生まれたり︑昔お世話になった方

る醍醐味は︑演奏を通じて新しい出会

普段、何気なく聞いている音楽には、作曲

心となっているのが︑難病の人たちを
↘

東近江市を拠点に活動している﹁わ
音﹂はボーカルの森野裕香里さんと
ギターの井上克己さんのお二人から
なる音楽ユニットです︒活動のきっ
初

かけは︑森野さんが通っていた盲学
校の寄宿舎での出会いでした︒
めは自分たちのペースでライブ活動
をされていましたが︑ある時裕香里
さんの地元の図書館へ演奏に行った
時︑聴きに来てくださった地域の方

年目を迎えるわ音の音楽

なれば嬉しい︒﹂と活動への思いを語

のみんながつながりあえるきっかけに

きます︒二人は︑﹁わ音の音楽が地域

は︑東近江のあちらこちらで聞こえて

結成して

に取り組まれています︒

やイベント︑講演会などでの演奏活動

り︑東近江を拠点とし︑地域のサロン

たそうです︒そのことがきっかけとな

からたくさんの温かい言葉をいただい

音楽で繋げ、届ける
～人との出会いと地域への想い～

音楽があふれるまちに
られます︒二人にとって地域で活動す

2
3

～音楽と共にあるまちづくり～
6

特集：音楽があふれるまちに
特集：音楽があふれるまちに

↘

を制作し︑その売

支援するチャリティー活動です︒オリ
ジナル曲の入った
り上げを難病支援の寄付に充てておら
れます︒﹁私︑大丈夫な気がする﹂︒初

○奇数月の第４土曜日

音楽があふれるまちにしたい
びわこジャズ東近江実行委員会
２００９年４月にスタートした
﹁びわこジャズ東近江﹂は︑今年
で９回目を迎えます︒近江鉄道八
日市駅から東近江市役所までの並
木道を中心に︑店先や公園︑広場
といった街並みに音楽ステージが
設けられます︒様々なジャンルの
音楽がまちのあちこちに流れる２
日間は︑パンフレットを片手に歩
いておられる方がたくさんおら
れ︑お目当てのミュージシャンの
ステージで聴き入ったり︑のんび
り歩き回ったりされます︒

知名度も上がり︑市内外から３万
人以上が来られる東近江市を代表
するイベントの１つになりまし
た︒事前の準備や運営など︑この
イベントを支えているのはすべて
人を超えるのだそうです︒ま

ボランティアで︑当日のスタッフ
は
た︑必要な資金は︑参加される
ミュージシャンからの協力金や地
元の商店からの協賛金︑来場され
た方からの募金を集めて運営され
ています︒続ける中で大切にされ
ているのは︑自分たちのまちのた
めに楽しみながら取り組むこと
や︑全国から来られるミュージ
シャンや来場者をおもてなしする
こと︑地域のみんなで創りあげる
という想いです︒
今年もまた︑春の訪れとともに
びわこジャズ東近江が開催されま
す︒音楽と東近江市の元気があふ
れる２日間︒気持ちの良い空間を︑
ぜひ共有してみてはいかがでしょ
うか︒

う！﹄﹃ボンジア！﹄と笑顔

﹁言葉が違っても﹃おはよ

ましょう！

なさんも一緒にサンバを楽しみ

気軽に参加できます︒ぜひ︑み

などにも関係なく︑誰もが

年齢・国籍・障害の有無

ショップを開催しています︒

ダンスを楽しむワーク

ジル音楽のサンバの楽器や

につながればと思い︑ブラ

と︑日本人が交流すること

にルーツを持つ子どもたち

られます︒そんなブラジル

ブラジル出身者が住んでお

東近江地域には︑多くの

ははじまりました︒

ン・ワークショップの活動

おうみサンバ・パーカッショ

なりたい︒﹂そんな思いで︑

であいさつができる関係に

おうみサンバ・パーカッション・ワークショップ

サンバで楽しく、まちを盛り上げよう！

開催回数を重ねることで徐々に

200

めて行った先でライブを聞いた難病の
方に言われたこの一言が支援活動の原
動力になっているそうです︒地域での
演奏活動も難病支援のための活動も︑
二人のモットーは﹁楽しんで活動する

場所：東近江市立やわらぎホール

こと﹂︒音楽を通じて地域をつなげたい︒

○偶数月の第４日曜日

裕香里さんの優しい歌声と井上さんの

◆開催情報

軽快なギターの音色には︑地域への深

曲

代の方々

〜

げてごらん夜の星を﹂を歌います︒

アンケートの結果からも︑多くの

人が楽しかったという声が︒そん

な声が次への励みになっていま

す︒

◆開催情報
第 9 回びわこジャズ東近江
４月 22 日（土）、23 日（日）

い想いが込められています︒

まち遠しい「うたごえ広場」
４つ葉のクローバー隊
今また﹁うたごえ喫茶﹂が流行
しています︒東近江市でも︑﹁４
つ葉のクローバー隊﹂の二人がう
たごえ広場として開催されていま
す︒滋賀県社会福祉協議会のレイ
カディア大学でご一緒した二人

代︑

が︑﹁何かできること﹂をと始め
られました︒
聴衆は︑毎回
でいっぱいの状況です︒

は希望が持てる曲として︑﹁見上

で多種多様な曲を用意して︑最後

す︒愛唱歌から歌謡曲︑懐メロま

皆さん待ち遠しく参加されていま

を歌います︒２ヶ月に一度なので︑

20

～まちにあふれる音楽～
場所：東近江市福祉センターハートピア

CD
70
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60
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特集：音楽があふれるまちに
特集：音楽があふれるまちに

彩：明るく前向きになるフラダンスで元気に

ちょこっとタクシーで行く！ちょこっといいところ

彩

明るく
前向きになる
フラダンスで
元気に

ーｃｏｌｏｒ－

ハウオリ フラスタジオ
マハロ

フラスタ

マハロ﹂︒﹁ハウオリ﹂は幸

団体名は﹁ハウオリ

ジオ

さよみ

せ︑﹁マハロ﹂は感謝の言葉とい

まかた

う意味でつけられています︒

主宰されているのは眞方小夜未

さん︒﹁介護の仕事をしていると

きにリハビリはつらくしんどいも

のなので来られなくなる人がいる

52

こじんまりとしていますが、中に入っ

ことを知りました︒﹂そんな時に

地帯にポツンとたたずむ穴場スポット。

ご自身が癌になって︑仕事をやめ

停留所「新宮東」からすぐの、田園

整体をはじめた時︑友人がフラダ

ちょこちゃん

ンスを習っていることを知り︑

王地神社（おうちじんじゃ）

歳からご自分も習い始め︑今に

1

至っています︒

スポット

衣装が派手で若返る︑足腰が強

新宮須田線（ちょこっとタクシー）

しゅっぱ〜つ

くなる︑認知症防止の効果が期待

今回は、 能登川を散策。
昔から集落の中に川が流れ、
今でも、 そんな景色が。 歴
史ある街並みを楽しんできまし
た。

できるフラダンスは︑高齢者にも

タクシー

てみると木々に囲まれて別世界に来た
ような感覚になります。応神天皇を祭っ
た神社で境内にはかわいい鳥が彫られ
た瓦や欄間があり、何匹見つけられる
か探して見るのも楽しいです。

アクセス
住所：滋賀県東近江市新宮町４０
スポット

2

安楽寺遺跡
安楽寺遺跡は、石段の参道を登ったと
ぴったりです︒介護施設へ訪問し

た時︑見ていたお年寄りが︑笑顔

になり︑明るく前向きになられる

様子が見られ︑﹁パワーがあるダ

ンス﹂と眞方さんがいわれていま

した︒

ハワイの歴史やフラダンスの意

味を調べ︑練習の中にも取り入れ

8

ています︒﹁大地からのパワーを

80

連絡先
Hauoli HulaStadio Mahalo
（ハウオリ フラスタジオ マハロ）
ＴＥＬ：090-6373-9126（眞方小夜未）
ＦＡＸ：0748-55-3918

もらうこと︒﹂として︑寒い冬で

代〜

20

も素足で練習するのも︑その一つ

です︒現在は︑

32

人の会員がです︒

9

代の

住所：滋賀県東近江市能登川町９８６

﹁フラダンスは感情を表

アクセス

す踊り︒だから︑習い始

たまま残っているのかもしれませんね。

めて１ヶ月の時と３ヶ月

石橋も、もしかすると当時使用されてい

の時では感情表現が大き

が建っていたといわれています。写真の

く変わる︒﹂といわれま

の立派な堂や僧坊（僧侶の住んだ建物）

す︒これからも︑皆さん

がる平坦になっているところには、多数

で︑いきいきと楽しんで

世の遺跡です。参道の両側に雛壇状に広

いかれます︒

ころにある、「安楽寺」を中心とした中

奏活動されていることについて︑﹁私

が地域で演奏するのを聴きに来てく
地域で広げたい、
音楽との出会いの場 ださることで︑クラッシック音楽に
出会い興味を持ってもらうきっかけ
オーボエという楽器をご存知で になればいいなと思っています︒﹂と

すか？オーケストラの演奏を聴い 話してくださいました︒岡山さんと
たことがある方は︑ご存じかもし 音楽との出会いも当時通っていた地
れません︒知らない方でも︑どこ 域のピアノ教室でした︒自分を育て
かで一度は音色を耳にしたことが てくれた地域の人たちや子どもたち
あると思います︒今回はそんな
に︑本物の音楽を聴いてほしいと願
オーボエを演奏し︑活躍されてい われています︒
る岡山理絵さんをご紹介します︒ ﹁演奏することは︑毎日ご飯を出す
岡山さんがオーボエを始めたの のと同じようで﹁美味しい︒よかった﹂

方にとって︑この

回がどんな意味を

持つのか︒それを考えると気が抜けな
いです︒﹂と岡山さんは演奏に対する思
月

日に八日市文

いをまっすぐに話してくださいました︒
今後の予定は︑
芸会館で行われる関西フィルハーモ
ニー管弦楽団の演奏会でオーボエ協奏
月に

も発売されています︒

曲のソリストとして出演されます︒ま
た︑昨年
これからも国内オーケストラでの客演
など︑大きな舞台での活躍と共に地域
への想いも大切に活動されます︒

2 リード

るそうですが︑年配のお客さん

良く︑喜んで利用してくれてい

若い女性や子ども達には評判が

た︒目を閉じて座り︑ゆらゆらと揺れると︑自

して設置したいという想いから名づけられまし

山さん︑お店の名前もお客さん

なノリの良い気さくな店主の中
から良く聞かれるのか︑もう少
し分かりやすい名前にすれば良
かったと少し後悔されていると
ころも中山さんらしい︒店内か
らの眺めは素晴らしく︑四季
折々の景色が楽しめます︒
こだわりのコーヒーは︑信頼
のできるお店から豆を仕入れて
いるそうです︒鮮度が高く︑香
りや︑味が違うというコーヒー

と︑自家製ケーキとのセットがオ

りスペースも用意されています︒

２階では︑集いの場として貸し切

まってほしい﹂という思いから︑

こだわりでいっぱいです︒﹁人に集

絵画などなど︑よく見ると店主の

店内の照明や音響設備︑不思議な

えだという考えからだそう︒実は︑

ものをきちんと出すのがあたりま

ルしていないのは︑きちんとした

ヒーやケーキのこだわりをアピー

な気分になり心が落ち着きます︒ ススメです︒メニューにあえてコー

分がミノムシになったかのよう

は中学生の時︒その音色や楽器の はあっても﹁完璧﹂ってないんです
珍しさから︑吹いてみたいと思わ よね︒でも︑演奏を聞いてくださる
れ︑入部した聖徳中学校の吹奏楽

3
1

2

＜連絡先＞
岡山 理絵
mail：oboeprico@excite.co.jp

部に自ら楽器を持ち込んで演奏を
志願されたそう︒その後も︑オー
年

ボエ奏者になるために︑石山高校︑
京都芸大へ進学し︑大学院と
西を拠点に活動されています︒
自分の育った地域で暮らし︑演

ゆらゆら、ゆりかごチェアの
リラックスカフェ
クレイドル
号線沿いにある新しく

ています︒クレイドルという名前は ゆ“りかご ”夢というわけではなく︑思いつ
という意味で︑このチェアをお店のシンボルと きで始められたそうです︒そん

カフェを始めたのは昔からの

オープンした Café
﹁クレイドル﹂さんをご紹介 は︑少し恥ずかしいという方が
します︒２年前の 月にオープンしたばかりで︑ 多いとのこと︒

今回は小池町県道

1
11

CD

りえ

滋賀県では珍しいハンギングチェアを設置され

2

オーボエってどんな楽器？

理絵さん

おかやま

岡山

間のドイツ留学を経て︑現在は関

4

10
11

コラム

東近江人
第 14 回
第 14 回

1 オーボエ

連絡先
The Relax café CRADLE
住所 滋賀県東近江市小池町 244-3
TEL
0749-20-3315
MAIL itiro16@qf7.so-net.ne.jp
営業時間 9：00 〜 21：00 定休日：火曜日

13

6

オーボエは木管楽器の仲間です。
管の先にリードをつけて音を鳴ら
します。音色は人の声に似ている
とも言われ、演奏ではソロや主旋
律を担当します。
↑2 階は、コワーキングスペー ↑青から赤に色が変わるハーブティ
スやイベントでの貸切スペー
スとしても利用できます。

東近江人：地域で広げたい、音楽との出会いの場
マチコト：ゆらゆら、ゆりかごチェアのリラックスカフェ

森と水のモニターエコツアー2017

地域の情報かわら版

○はじめての山のぼり講座

環境・エネルギー・暮らしを考える祭典

日時 2017年

4 月 9 日（日）10：00～15：00

日時

2017年

会場

あいとうエコプラザ「菜の花館」

荒天中止

雪野山

4 月 16 日（日）10：00～16：00

内容

＜問い合わせ・申し込み＞
東近江市エコツーリズム協議会（事務局：東近江市森と水政策課）
ＴＥＬ：０７４８－２４－５５２４

日時 2017年

4 月 22 日（土）6：15～17：00

集合 永源寺コミュニティセンター（東近江市山上町1316番地）
＜問い合わせ・申し込み＞
永源寺地区まちづくり協議会（永源寺コミュニティセンター内）
ＴＥＬ：０７４８－２７－１０６０

○鈴鹿１０座登山
日時 2017年

菜の花マルシェでおいしいもの、たくさん
○身体も心もよろこぶごはんやお菓子
○ブドウ農家がつくったドライフルーツ
○オーガニックコーヒー
○有機野菜
お話：持続可能な暮らしのヒント
「命が巡る仕組みを暮らしに」
講師：四井 真治さん（パーマカルチャーデザイナー）
命のしくみを生かしてみたらこういう暮ら
しになりました！

銚子ヶ口（ちょうしがぐち）

4 月 29 日（土）9：00～16：00

集合 道の駅奥永源寺渓流の里（東近江市蓼畑町510番地）
＜問い合わせ・申し込み＞
東近江市エコツーリズム協議会（事務局：東近江市森と水政策課）
ＴＥＬ：０７４８－２４－５５２４

○鈴鹿１０座登山
日時 2017年

5月 5

御池岳 （おいけだけ）
日（金・祝）8：00～17：00

集合 高松御所「金龍寺」（東近江市君ヶ畑町809番地）
＜問い合わせ・申し込み＞
木地師のふるさと高松会
ＴＥＬ：０９０－９９９１－０１３０

＜問い合わせ＞
ＮＰＯ法人愛のまちエコ倶楽部
ＴＥＬ：0749-46-8100
ＨＰ：http://www.ai-eco.com

まちのわ

市民投稿番組コーナー

「まちのわ」

●今年度もまちのわの投稿作品を募集しています！！

東近江スマイルネットで自分で作った動画を流してみませんか。イベントの内容や趣味の
※
動画など、どんなものでもお待ちしております。放送は、毎月第 1 週目の月曜日〜日曜日の
19：45 〜 20：00 です。
※放送時期は、都合により変更になる場合があります。

●これまでと今後の放送内容

12 月

1月

タイトル：わくわくこらぼ村
テーマソング

タイトル：三方よし基金設立の
おしらせ

１２月３日に開催されたわくわくこらぼ
村で披露されたテーマソングを放送しまし
た。
歌ってくださったのは、音楽ユニット
「わ音」さんです。歌詞のあちこちに東近
江の素敵なところが詰まった素敵な曲にな
りました。

地域のさまざまな活動を地域みんなで支
える仕組みとして「東近江三方よし基金」
が設立します。
動画では、基金の設立に向けた思いや、
設立後の展望について紹介しました。

投稿者：NPO法人まちづくりネット東近江

投稿者：NPO法人まちづくりネット東近江

2月
SAT

2017.4.22 -23

SUN

開催日

東近江市役所・八日市駅周辺

ボランティアスタッフ大募集！

市民投稿番組

集合 雪野山歴史公園駐車場（東近江市中羽田町）

○千草街道を往く

エコな体験＆展示で目からウロコ
○ふわふわ綿つむぎ体験
○my箸づくり
○水を使わない！コンポストトイレ
○雨水で洗濯実験
○薪割り体験
○永源寺杉でつくった”つみき”で遊ぼう！

市民投稿番組コーナー「まちのわ」

びわこジャズ東近江のイベントを一緒に盛
り上げてくださるボランティアを募集してい
ます。
■イベントまでの活動
のぼり旗立て、会場ツール準備、前日設営など

◆問い合わせ・申し込み
びわこジャズ東近江実行委員会
ＴＥＬ：0748-25-0125
ＨＰ：http://biwako-jazzfes.com
facebookページもあります。「びわこジャズ東近江」で検索

■イベント当日の活動

主催：びわこジャズ東近江実行委員会

会場設営・運営、ＭＣなど

協力：八日市商工会議所

3月
タイトル：能登川地区ふるさと
散歩道ダイジェスト版

タイトル：まちのわコンテスト
市民投票

投稿者：NPO法人まちづくりネット東近江

投稿者：能登川地区まちづくり協議会
ふるさと散歩道事業部

３月23日に開催するまちのわコンテスト
にエントリーされた作品を紹介しました。
同時に市民投票も行い、市役所やWEBから
好きな動画に投票してもらいました。

能登川地区ふるさと散歩道の紹介をダイジ
ェスト版で投稿しました。
ナレーションもあり、能登川の素敵な景
色を観光しているような気持ちになれる動
画です。

３月２３日（木）18：30〜
まちのわコンテスト表彰式
みなさんの参加をお待ちしております！

地域のお知らせ「にじまち」に掲載しませんか？

地域の情報を掲載させていただきます。お気軽にお問い合わせください。

申し込み・問い合わせ：ＮＰＯ法人まちづくりネット東近江
TEL：0748-56-1277

動画の制作に関することや、投稿
の仕方などお気軽に問い合わせく
ださい。

問い合わせ：東近江市パブリックアクセス推進協議会
事務局：ＮＰＯ法人まちづくりネット東近江
ＴＥＬ
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0748-56-1277

ＭＡＩＬ：info@e-ohminet.com

information

information

誠にありがとうございます

〜お知らせ〜

寄付総額

￥

630,345

「にじまちサポーターズ」は、東近江市の地域課題を解決する団体を、資金で応援するた
めの仕組みです。2013 年度から始まったこの制度も、今年度 4 回目を終了しました。多く
の皆様の寄付をいただき、今年も 2 つの団体の活動資金へと使わせていただきます。応援い
ただきました皆様ありがとうございました。

今年度のにじまちサポーターズ参加団体
・能登川駅前賑わい創出実行委員会

2 団体の活動に使わせてい

ただきました。

・木地師のふるさと高松会

〜お知らせ〜

2017 年度にじまちサポーターズ参加事業募集
～このまちをみなさんの活動でもっと素敵にする～

東近江の玄関口ににぎわいの風を
地域のみんなでつくる！〜駅前から始まるまちづくり〜
能登川駅前賑わい創出実行委員会
能登川駅前チンドン祭りを開催しました。

７月９日に、夏祭りを開催しました。地域の人が駅前の

通りに溢れ、駅前はかつてのような賑わいを見せました。
同じく開催した仮装パレードも賑わいました。当日は本部
と二丁目植堂に募金箱を置き寄付も呼びかけました。

その他にも

えびす講を開催しました。

奥永源寺の歴史と自然を子どもたちに伝えたい！！
木地師のふるさと高松会
年間通じたイベントやツアーを開催しました。
年間を通じて、奥永源寺を会場に歴史や自然の大切さを

テーマにしたイベントを企画しました。県内外から大人や
子どもがたくさん参加してくれました。

その他にも

コミュニケーション講座を開催しました。

Facebook 講座

「Facebook を始めたいけど、

募集期間：2017 年 4 月 1 日（土）〜 5 月 8 日（月） どうしたらよいかわからない。」
「初めてみたけど、こういう時

対象となるのは、東近江市内で公益的な活動をしている市民

にどうするの。」ということは

活動団体で法人格の有無は問いません。なおかつ以下の要件を
満たしていることが必要です。

ないですか。みなさんの疑問に

◆

団体として意思決定ができる規約・規則があること。

一つひとつ丁寧にお答えします。

◆

規約、団体の活動概要、役員名簿を公開できること。

◆

目標金額の多寡にかかわらず、対象となる事業を遂行する

日時
２０１７年

能力を有していること。など

◎事業実施期間：2017 年 4 月 1 日〜 2018 年 12 月 31 日

○各団体の活動紹介

わかる

の人でも

はじめて

◎採択事業数：3 件以内

５ 月 ２５ 日（木）

１３：３０～１５：００

場所
まちづくりネット東近江事務所
（東近江市八日市緑町 4-1）

◎募集寄付：上限 50 万円
詳しくは、事業指定寄付制度募集要項をご覧ください。

持ち物

募集要項は、3 月下旬に以下の場所に設置予定です。
・市内各コミセン ・市内各図書館
・まちづくりネット東近江事務所など

申し込み・問い合わせ

その他にも、まちづくりネット東近江 HP・facebook
などでもダウンロードできます。

パソコンもしくは、スマホ
（お持ちでない場合は、ご連絡ください）

まちづくりネット東近江

TEL：0748-56-1277
mail：info@e-ohminet.com

活動資金獲得講座 ～市民活動の資金を確保するためのコツ～
地域の活動を行うためには、様々な資源が必要です。人、場所、そして財源。しかし、
お金を生みだせる活動は、少なく、資金獲得に悩まれている団体が多くあります。
そこで今回、資金獲得するために考えておかなければいけない大切なことや、資金
を獲得するためのコツなどを、社会的投資の商品の開発などを行っているプラスソー
シャル投信株式会社の野池雅人さんにお話いただきます。活動をよりよくするため
の資金獲得のコツを学んでいただけていただけたらと思います。
日時：2017 年 4 月 26 日（水）18：00 ～ 20：00（受付開始：17：30 ～）
場所：東近江市役所 314 会議室

15

定員：30 名

14

参加費：無料

