見守り活動
支援募金になる

東近江市社会福祉協議会では︑

年

前から﹁募金百貨店﹂の取組を始めっ
れました︑この取組は︑地元の事業所
や店舗と協力し︑地域の見守り活動の
資金を増やしています︒
募金百貨店とは︑事業に協賛する企
業が行うサービスや物品販売の売りあ
げの一部を寄付し︑地域の活動を支援
事業所になりました︒

する取組です︒現在︑協賛する企業の
数は︑

年前に始まりま

くする取組につながると思うと︑

る︒買い物することで︑地域を良

を購入することで社会貢献にな

金百貨店の協賛企業へ行き︑商品

域の活動に寄付ができること︒募

常生活の中で気づかない内に︑地

﹁募金百貨店のよいところは︑日

まった﹁募金百貨店﹂︒この取組に賛同

す︒そんな活動を支える取組として始

ことは︑とても大切なことだと思いま

くためには︑様々な活動が地域にある

化に伴う︑多様なニーズに対応してい

とって必要なものです︒社会状況の変

その活動の一つひとつが︑このまちに

地域には︑様々な活動があります︒

あります︒まず︑寄付金の使い道

けると︑﹁厳しい意見ももちろん

協力企業を掲載し

次のページには

ことにつながります︒

より︑地域で活動する団体を応援する

がまだまだわかりにくいし︑募金

ています︒ぜひご

地域と共にある事業所だというこ

ださい︒

い物を楽しんでく

業所もあります︒﹂とのこと︒

になると考えてくださっている事

とが地元の人に伝わればよいＰＲ

言われます︒でも︑取組を通して︑ 覧いただき︑お買

百貨店の取組が浸透していないと

一方︑協賛企業の反応を問いか

している事業所へ買い物にいくことに

得した気分になると言ってくださ

した︒﹂と話してくださいました︒ げていきたいと考えておられます︒

を考えているそうです︒そして︑協賛

使われているのかわからないというこ

きています︒その原因の一つは︑何に

わってきて︑募金が集まらなくなって

した︒しかし最近は︑社会の状況も変

金の活動は︑今から

ますが﹂と前置きをしながら︑﹁共同募

ます︒﹁まだまだ課題は︑たくさんあり

市社会福祉協議会の柴田遥さんは言い

とで広がりがでてきました︒﹂と東近江

たり︑声を掛けてくださったりするこ

れている事業所が︑紹介してくださっ

した︒しかし最近では︑﹁取組に参加さ

ながりのある事業所に声を掛けていま

これまでは︑社会福祉協議会とのつ
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と︒そのことを明確にできるよう

地域とつながる仕組みづくりである「募金百貨店」を紹介します。

企業を増やし︑募金百貨店の取組を広

「自治会の活動に参加する。」「地域のお店を利用する。」「地元で採れた野菜や果物
に︑募金百貨店の取組を導入しま

を購入する。」など、まちとの関わり方は、たくさんあります。その中で、今回は、

今年は︑寄付金の使い道をもっ

2
3

誰でも始められる
地域を応援する仕組み

特 集
寄付付き商品を
購入する

3

〒527-0016 東近江市今崎町 21-1
東近江市福祉センターハートピア
TEL 0748-20-0502 IP 050-5802-9070
E-Mail：eomishakyo-soumuzaitaku@e-omi.ne.jp

る方がいました︒﹂

↑募金百貨店の仕組み

と市民にわかりやすく伝える方法

総務課
社会福祉法人
東近江市社会福祉協議会

見守り活動が
活発になる
みんなが見守る
安心できる
まちになる

～買い物でちょっとＨＡＰＰＹ。
募金百貨店のとりくみ～
もっと東近江市
をよいまちに
したくなる

70

連絡先

特集：誰でも始められる地域を応援する仕組み
特集：誰でも始められる地域を応援する仕組み

特集：誰でも始められる地域を応援する仕組み

募金百貨店の協力企業

子どもを事故から守る募金

マ

久田工芸

〒

地域の人が健康に過ごせる

〒

野菜花特製の「菜ばカリー」
「のなかピクルス」をお買い上
げにつき 5 円寄付します。

ように栄養のバランスを考え

0749-46-1455

たお弁当を販売しているのが

( 株 ) 総合滋賀

（一般財団法人 愛の田園振興公社）

東近江市小倉町 1975-3

.﹂です︒
﹁BENTO

ー募金百貨店の取組について伺いましたー

道の駅
あいとうマーガレットステーション

ファームキッチン野菜花

元々︑管理栄養士として働

いておられた店主の上原知子

.﹂のお弁
さんが﹁BENTO

当を食べることで︑健康を意

識した暮らしを考えるきっか

けになればと︑６年前から始

められました︒

募金百貨店の取組に参加さ

れたのは︑﹁地域とつながる

きっかけにもなる﹂と考えた

からだそうです︒お店のコン

セプトとも合い︑お弁当の売

対象商品 1 つ売上につき 10
円寄付します。

上が︑少しでも地域の役に立

本店：0748-22-0597
アピア店：0748-24-5716

Mitte で販売しているコー
ヒーチケット購入につき 50 円
寄付します。

てていると思えることがうれ

0748-24-5501

本店：東近江市八日市浜野町 2-19
アピア店：東近江市八日市浜野町 3-1

しい︒また︑お弁当を買いに

〒

来てくれる人にも︑それを感

東近江市八日市緑町 10-5
（東近江市役所内）

じてもらえたらと考えておら

銘茶 ますきち

Ｍｉｔｔｅ

れます︒

池田牧場でのお会計 1 名に
つき 1 円を寄付します。

今後︑募金百貨店の取組が

0748-23-5179

魚繁大王殿自慢の「東近江葛
ぽん酢 うめふうみ」をお買い上
げ 1 本につき 10 円寄付します。

多くの人に知られ︑参加店舗

東近江市小脇町 2321

■ 店舗情報
東近江市外町 1357 TEL：0748-26-2954
http://www.gf-bento.jp

も増えて︑地域の支え合いの

〒

日替わり弁当 1 食売上につき 3 円
寄付します。

仕組みが広がることを上原さ

魚繁大王殿

東近江市和南町 2191
0748-27-1600

東近江市妹町 184-1
0749-46-1110

お花畑のつみとり体験 1 回に
つき、10 円寄付します。

めがね工房テラダ
もみじ茶寮

フジ・モータークリニック
東近江市上平木町 1591

〒

0748-24-1810

年続く保険代理店です︒

38

㈱総合滋賀は︑五個荘地区

で

地元︑近江商人の﹁三方よし﹂

の考え方を会社の理念として

募金百貨店の取組に参加さ

おられます︒

れたのは︑﹁地域と共にある事

業所でありたい︒﹂という思い

から︒会社の理念である三方

よしを今以上に﹁見える化﹂

することが大切だと感じ︑そ

の思いと募金百貨店の取組が

つながり︑協賛企業として参

4

加されました︒

寄付商品は︑原付バイクの

賠償保険や自転車保険などで

す︒暮らしに関わる保険の商

品にすることで︑身近に感じ

てもらい︑いざという時の備

5

えとしてほしいという思いか

0748-56-1395

ランチ 1 食につき、3 円寄付
します。

今後の募金百貨店に期待さ

東近江市桜川西町 281-1

原付バイクの賠償保険 1 件 50 円、自転車保険
1 件 100 円、がん保険 1 件 100 円寄付します。

TEL：0120-74-3300

らです︒

〒

0748-22-0422
サヤームエラワンでは、該当商品
購入につき 10 円、または、「募金
百貨店レート」加算で 0.5 円寄付し
ます。
Ｔ＆Ｓでは、「地域資源循環協会」
によって販売する電力収入の一部を
寄付します。

れることは︑﹁取組をもっと

（一般社団法人がもう夢工房）

東近江市八日市町 11-16

知ってもらい︑集めた寄付金

ＣＯ-Ｇａｍｏ ＣＡＦＥ

を子ども達や一人暮らしの高

サヤームエラワン /Ｔ＆Ｓ

齢者を見守る活動に使ってほ

お買い上げ 1 商品につき 10
円寄付します。

■ 店舗情報
東近江市五個荘北町屋町 45-5
http://www.sogoshiga.com/

しい﹂と話してくださいまし

めがね工房：東近江市八日市本町 3-14
ボーニビル
もみじ茶寮：東近江市永源寺高野町 64
めがね工房：0748-25-0027
もみじ茶寮：090-7118-2989

た︒

車検 1 台につき 50 円を寄付
します。

〒

東近江市北須田町 705

んは期待されています︒

（有）池田牧場

〒

GOHAN FACTORY

050-3648-7569

見守り活動支援募金

〒

ＢＥＮＴＯ.

バ

東近江市社会福祉協議会で販
売しているとび太くんグッズ（ク
リアファイル、お守り等）の売
上の 25％を寄付します。

東近江市社会福祉協議会で販
売しているカッティングシール
の売上の 25％を寄付します。

〒

ロ

Ｍａｈｏｒｏｖａ
〒

東近江市八日市妙法寺町 880-6
0748-22-6222

〒

ホ

特集：誰でも始められる地域を応援する仕組み

コラボ：東近江市市民協働推進委員会ニュースレター

Corabook：東近江市を選ぶ楽しさ送ります

東近江市市民協働推進委員会メンバーは、学識経験者や市民代表の１６名

こらぼコレクション in
ひがしおうみ
東近江市を選ぶ楽しさ送ります

に

進委員

働推
市民協

聞いてみました！
小倉

Ｑ1

小倉

昌和さん

らうことで︑商品を通じて多くの人に団体を

知ってもらうきっかけにもなります︒

﹁三方良品﹂が完成してから１年が経過し︑

普段は（株）ライオンズ旅行企
画で楽しい旅行を企画。スイスの
レマン湖より、能登川からカヌー
に乗って見る琵琶湖の景色の方が
ずっと良い！と熱弁する東近江市
愛の持ち主。びわこジャズ東近江
やびわ湖東近江 SEA TO SUMMIT に
も関わっている。

昌和さん

市民協働推進委員会はどんなところですか？

委員はみんな、何かをやりたいと思っている人ば
かりで、どんな意見でも出せる雰囲気。ここは話し
合うだけじゃなく、実際にやってみるところまでで
きるから面白い。委員会は、地域の役者をコーディ
ネートする役割かな。
Ｑ2

どうしてまちづくりに関わっているの？

東近江市は災害も少ないし、まちとして特に困っ
ていることは少ない。けど、全国あちこちのまちが
地域を盛り上げようと必死にがんばっているから、

のんびり何もしなければ、すぐに取り残されてしまう。だから将来のことを考え
て、今仕掛けていく必要があると思う。行政が考える取組は、誰にでも出来るよ
うなものになってしまうけど、他には真似されない東近江色を取り入れた only
one のものならビジネスだけでなく、まちづくりにもつながる。
Ｑ3

まちとの関わりの中で大切にしている想いを教えてください。

子どもたちと話すと、伝統的な行事や田舎の風景にも価値を感じていて、
地域を愛していることがひしひしと伝わってくる。これからまちを創ってい
く若い世代には、大変やとかしんどいっていうことじゃなくて、「大好きな
地元で何かするのが楽しい！」って思ってほしい。
“やらなければいけないという危機感ではなくて、「楽しい」って気持ちでま
されてるけど、「びわこジャズ東近江」は多くのボランティアに支えられて

■NPO 法人東おうみフィールドステーション

いて、人と人の出会いや温かさがあるのが良いところ。こんなイベントをきっ

０７４８－２４－５５０１

ホームページ

かけに東近江市を好きになって、まちづくりに関わりたいっていう人が増え

http://ﬁeldstation.jp/

■Mitte（地産地消をテーマにしたコミュニティストア）
東近江市役所本館１階

るといいなと思ってやっている。
子どもたちや若い人が東近江市を誇りに思って、楽しみながらまちのこと
を考え、そして自分たちでまちを盛り上げる、そんなまちにしたい。

平日８：００～１８：００
7

6

第 23 号
東近江市では︑協働によるまちづくりの指針となる条例及び計画をより実効性のあるものに
し︑総合的・計画的に推進するためのしくみや制度を検討するために︑東近江市市民協働推進
委員会を設置しています︒
発行：東近江市市民協働推進委員会

今回は︑東近江市に関わりがある産

品が掲載されているカタログギフト﹁三

方良品﹂を紹介します︒このカタログ

﹁静岡や熊本といった県外の方から注文のハガ

キが来る時は︑遠方の人へ東近江市のものを

ギフトは︑地域の情報を発信し︑まち

を元気にする活動を展開する﹁NPO

届けられているという実感があって嬉しい︒﹂

と話してくださいました︒

今後は︑インターネットを通じての販売や︑

法人東おうみフィールドステーション﹂

が作成しました︒

作成のきっかけを︑代表である佐子

掲載する産品を増やして︑さらに充実したカ

タログギフトを作成される予定です︒また︑

友彦さんに尋ねたところ︑﹁結婚式の引

き出物でカタログギフトをもらった時

以前は東近江市役所内にあるコミュニティス

トア“Mitte”のみでの販売でしたが︑

現在では能登川地区の二丁目植堂など市内の

お店でも購入できるようになっています︒

東近江市を愛す

る人と︑東近江市

の特産品やその作

り手︑これから東

近江市を知る人を

つないでくれる一

冊です︒ぜひ一度

活用ください︒

﹂と
に︑あまり欲しいものがないな …
思ったからだそうです︒東近江市には︑

豊かな自然に育まれた農産物や︑地域

の人が愛情を込めて作られた加工品が

ありますが︑あまり知られていないも

のもたくさんあります︒そんな東近江

市にしかない魅力ある商品ばかりを集

めれば︑贈る人にとっては︑自分が住

んでいる地域のものを紹介することが

でき︑もらった人も︑東近江市に思い

をはせながら優しく温かな品々を選ぶ

ことができます︒

また︑情報発信をする機会が少ない

ＮＰＯや作業所の商品を手にとっても

事例を表彰する「わがまち協働大賞」の実施につながりました。

ちの将来を考えていく方が面白いやん！” ジャズフェスは他のまちでも開催

連絡先

OPEN

ブル「まちのわ会議」の仕組みづくりや、地域担当職員制度の導入、協働の

～三方良品～

↑カタログギフト「三方良品」に掲載されている商品

TEL

で構成されています。これまで委員会で検討した内容から、協働ラウンドテー

NPO法人喜里

その人がその人らしく
笑えることが一番！

ーｃｏｌｏｒ－

き
(り

難病があっても︑病気とうまく付き合いな

がら楽しく暮らしたい︒そんな思いを形にさ

れているのが︑NPO法人喜里です︒立ち上

げのきっかけは﹁働きたいけど働く場がない︒
﹂

や﹁社会とつながっていたい︒﹂という難病

の方たちの声でした︒病気でしんどい時もあ

分らしく過ごせることが一番︒

)

にお茶をいただき、たくさんのお話を伺

喜里の活動は︑ステンドグラスを使った手

作り雑貨の販売や出張歌声喫茶で難病につい

ての理解を広める取組が中心です︒また︑難

きふく

病があっても働ける場所として作られたワー

11

名の方が通われ

れていた住職の奥さんと近所のお母さん

クスペース喜福には︑現在

寺に向かいました。境内の草むしりをさ

ています︒どの活動も︑﹁みんなが笑顔にな

甲津畑のバス停からすぐのお寺、浄光

れること﹂を大切に取り組まれています︒

浄光寺（じょうこうじ）

ちょこちゃん

もともと楽しいことが大好きだという代表

1

の藤井美智代さん︒自身も難病を抱える一人

スポット

です︒病気が分かったときは︑思うように外

甲津畑線（こうづはたせん）

しゅっぱ〜つ

出できなかったり︑自分を責めたりして苦し

今回は、 ちょこっとバスで甲
津畑エリアを散策してきまし
た。 かつて多くの商人が、
近江 （滋賀） と伊勢 （三重）
を行き来した千草街道へと通
じる集落 「甲津畑」 は、 優
しい人たちに溢れ心が洗われ
るスポットがたくさんでした。

い時期があったそうです︒それでも自身の経

バス

彩：その人がその人らしく笑えることが一番

るけれど︑自分の心と体と向き合いながら自

ちょこっとバスで行く！ちょこっといいところ

いました。本堂の階段に腰を掛け、ふと

①

②

顔をあげてみると素晴らしい景色が！こ
の山は、季節ごとに景観が変わるそうで
す。毎年５月頃には釣り鐘堂の脇に藤の
花が咲きます。ここの藤の花は、紫では
アクセス

スポット

東近江市甲津畑町 1244

③

なく、白い花が咲くとのことです。

①：作業所での作業の様子。
②：事務所の玄関で販売してい
る手作り小物。
③：ステンドグラスで作られた

2

雑貨。

藤切神社（ふじきりじんじゃ）

↑ＮＰＯ法人喜里の代表

験やこれまでの出会いの中で︑難病を持ち

ながら暮らす人たちの思いを紡ぎ合わせ喜

里の立ち上げに情熱をもって取り組まれま

した︒

今後の活動について藤井さんは︑﹁難病を

持つ方が堂々と活躍できる社会になってほ

しい︒喜里の活動を通じて難病のことを多

8

くの人に知ってもらい︑理解してもらいた

9

※作業所の見学や体験など随時受け付けておら
れます。
※facebook やブログで情報発信中です。
最新のイベントの情報が掲載されています。

い︒また病気を抱えている人には︑１人で

東近江市甲津畑町 214

抱え込まずに︑このような居場所があり︑

アクセス

仲間がいることを伝えていきたい︒﹂と話し

寂に包まれたパワースポットです。

ＮＰＯ法人喜里
住所：滋賀県東近江市佐野町 628-11
ＴＥＬ：0748-26-2407

てくださいました︒﹁喜里﹂の名前には︑﹁み

木が囲み、真夏の昼間でも涼しく、静

連絡先

んなが喜びあって里がえり﹂という思いが

また神社全体をたくさんの巨大な杉の

こめられているとの

生えた大きな岩がたくさんあります。

こと︒その名前のよ

土地ということもあり、参道には苔が

うに︑これからもみ

に崇敬を受けたとされます。雨が多い

んなが喜ぶ笑顔にあ

の歴史があり、近江の武将、佐々木氏

ふれ︑そしていつで

応元年（781 年）とされ、1200 年以上

も迎えてくれる﹁心

ほどで藤切神社があります。創建は天

のふる里﹂となれる

よう活動されます︒

同じ甲津畑のバス停から、徒歩５分

藤井さん

カフェドココ

フランス雑貨屋さんと
「そば」が出逢う？

八日市上之町に︑フランス
風の外観にオシャレな雑貨を
静かなとき︶

取り揃えているお店︑ル・トン・
セラン︵仏語
があります︒そのお店に併設
されているカフェ・ド・ココ

さんの興味はどんどん広が
よう︑そばを希望されるお客さん

り︑フランスの伝統料理へ︒ には１階に案内するというこだわ
物静かで恥ずかしがり屋の居松

そして︑雑貨店に来たお客さ りにも驚きました︒

んにゆっくりしてもらいたい

という思いから︑隣にカフェ さんがここまで自由にできるのは︑
をオープン︒好奇心はさらに 接客と雑貨部門を担当されている︑
加速し︑大好きだったそばに お話好きで陽気な中村洋子さんが
興味を持たれ︑いろいろと調 いてくれるおかげだそうです︒自
べていくうちに︑その奥の深 分の苦手な仕事を任せられ︑自分
さに夢中となり︑ガレットの のしたいことをさせてもらえてい

驚き︑最初は反対の声もあっ を覗きに訪れてみてください︒

ます︒周りのスタッフは当然 が正反対の二人の楽しいやりとり

そばのメニュー化を決心され が二人の息はぴったりです︒性格

お昼時︑キッチンは大忙しです

原料である﹁そば粉﹂とつな ると感謝されていました︒

地方の伝統料理のガレットや

がるという少し強引な理由で

紅茶が楽しめます︒そんなカ

あったら︑びっくりしません

か？どうして和の﹁そば﹂を

取り入れたのか︑今回はそん

な少し風変わりな東近江人︑

居松徳三さんのご紹介です︒
店主の居松さんは若い頃︑

ハーブの栽培に興味を持った

ことをきっかけに南フランス
年前に雑貨店

の庭の雰囲気や家屋︑雑貨に

心を奪われ︑

をスタートされました︒居松

たそうですが︑居松さんの一

度決めたら突き進む性格と︑
真面目でこだわりが強く︑研
究熱心な姿勢にスタッフも理
解されました︒その後︑片道
２時間かけて︑京都の蕎麦屋
そばの麺は１〜２

さんに１年間︑修行に通われ
ました︒
分で伸びてしまうので︑ゆで

ので︑地産地消の商品です︒

あがったらすぐに提供できる
菜の花の種である菜種を絞って

ヘクター

東近江市では菜の花が
ルで栽培され︑

つくられた油﹁菜ばかり﹂をご紹
介します︒

トンの菜種油がと

ことや連作障害があること︑

れています︒ただ︑収穫時期が短い

ンの隣にある﹁菜の花館﹂の指定

ないと絞れないことがあり︑数軒の

道の駅マーガレットステーショ
管理を受けている愛のまちエコ倶

生産農家に協力していただいていま

キロ

楽部が︑﹁菜ばかり﹂を生産して
愛東地区では︑石けん運動から

焙煎という昔ながらの製法で作られ

﹁菜ばかり﹂は一番絞りで︑温湯

す︒

生まれた﹁愛東リサイクル運動﹂

ています︒天ぷらを揚げたり︑サラ

います︒

の活動で集まる廃食油を利用し︑

ダ油としてだけでなく︑お菓子作り

菜の花栽培されるようになりまし

絞った油粕は肥料に︑そして使った

菜種から︑﹁菜ばかり﹂を生産し︑

います︒このリサイクルから﹁菜 など風味を活かした料理にはもって
の花エコプロジェクト﹂に発展し︑ こいです︒
た︒菜の花は︑沖縄以外で栽培で

油を回収して石けんやバイオ燃料に
の﹁菜ばかり﹂を一度お使い下さい︒

リサイクルされるという︑資源循環

き︑油の含有率が高い植物として
注目されています︒
％とい

戦後すぐ︑﹁食用油﹂は自給率
％でしたが︑現在では

われています︒現在流通している
菜種油は︑輸入品が多く︑遺伝子
組み換えも心配されます︒一方︑
﹁菜ばかり﹂は東近江市で栽培さ

※隣接している雑貨屋さんです。

道の駅あとうマーガレットステーション、野菜花、Mitte、
池田牧場、クレフィール湖東など

では︑フランスブルターニュ

お店の内装
居松さん

石けんやバイオ燃料を生産されて

30

とくぞう

いまつ

右

30

左

れた菜種を使って生産されている

11

14

居松 徳三さん

中村さん

「菜ばかり」で地域循環社会を感じる

Le Temps Serein（ル・トン・セラン）
＜営業時間＞10:30~19:00
＜定休日＞月曜

事務局：ＮＰＯ法人愛のまちエコ倶楽部
東近江市妹町 70 番地
ＴＥＬ：0749-46-8100
＜休館日＞火曜日

14

東近江人
フェのメニューに﹁そば﹂が

NPO 法人愛のまちエコ倶楽部

第 15 回

第 15 回

Café de coco（カフェ・ド・ココ）
滋賀県東近江市八日市上之上町 2-27
☎・FAX 0748-23-5661
＜営業時間＞11:00~17:00
＜定休日＞月曜、火曜、土曜
菜ばかりの商品

0.1

東近江市内の販売先

あいとうエコプラザ菜の花館

お店の外観

100

東近江人：フランス雑貨屋さんと「そば」が出逢う？
マチコト：「菜ばかり」で地域循環社会を感じる

市民投稿番組コーナー「まちのわ」

参加者募集

地域の情報かわら版

婚活イベント

ゆかたＤＥ 結ぶ

ボランティア募集

に参加してみませんか

サマーホリデーは、特別支援学校や特別支援
学級に通う子ども達が夏休み期間中、地域の人々
とふれあうことを目的に開催しています。子ども
達と一緒に遊んだり、昼食を食べたり、一日を通
じて過ごしていただけるボランティアの方を募集
しています。詳しくは、東近江市社会福祉協議会
にご連絡ください。
問合せ
電話
IP

東近江市社会福祉協議会 地域福祉課
0748-20-0555
0505-801-1125

集合後、浴衣に着替えて、ミニ縁日。
いつもと違う自分に素敵な出会いが待って
いるかも・・・。

日時 2017年

期間：8 月 5 日（土）〜 15 日（火）の 10 日間。
※８月８日（火）は休園日です。

みんなでコトナリエを作りませんか。

6 月〜 7 月の土日に、コトナリエの準備を一緒にしてく
ださる方を募集しています！！当日の参加や可能な時間の
みでもかまいません。詳しくは、以下の問合せまでご連絡
ください。
問合せ

コトナリエ 2017 実行委員会
（湖東コミュニティセンター内）
TEL：050-5801-0277
（事務局対応：火、木、金 9：00 〜 16：00）

14：00～20：00

場所 平田コミュニティセンター

＜応募資格＞
真剣に結婚を考えている、おおむね30歳
から40歳代の独身男女
＜募集定員＞
男女各15名（定員になり次第締切）
※ただし平田地区からの参加者優先

＜参 加 費＞
３，０００円（浴衣レンタル・軽食込み）
＜申し込み＞
問合せ先までお申し込みください。
＜問合せ先＞
平田コミュニティセンター
ＴＥＬ 0748-22-1950

駅前
「コトナリエ 2017」

8 月 26 日（土）

チンドン 夏祭り

能登川駅前東側にて、チンドン100人
パレードや、能登川うまいもの市を開催
します。

日時 2017年

7 月 15 日 （土）

16：00～20：00

場所 本町二丁目通り（能登川駅東側）
17：00～
18：00～
19：00～

チンドンパレード
よさこいと和太鼓の演奏
抽選会

市民投稿番組

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、自分が作った動画を流してみませんか。イベントや趣味の動画
など、どんなものでもお待ちしています。
※
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。

●これまでの放送内容

4月

5月

タイトル：50年森 野外創作プログラム
地球ハートキッズ2016

タイトル：ほんなら堂
あいとうふくしモール運営委員会

地球ハートヴィレッジ
協賛：中野地区まちづくり協議会

暮らしのちょっとした困り事を地域で解決
する取組「ほんなら堂」を沢山の人に知って
もらうために作りました。動画の出演者は、
実際に活動されているサポーターや利用者の
方々です。これからの地域の助け合いのカタ
チを見てもらえたらと思います。

「未来を作る子どもの感性育成プロジェ
クト第2弾」。楽しみながら、表現力を養う
目的で、大人と子どもが一年を通じてツリ
ーハウス作りや音楽、料理、絵画創作を行
いました。

！

える！

6月

教
プロが

タイトル：地域で話をしよう
「協働ラウンドテーブル」

動画が上手に撮影できる 2 つのポイント
動画を撮影するときの参考にしてみてください。

東近江市協働ラウンドテーブル運営委員会

ポイント
1

昨年9月16日に開催した、「まちのわ会議」
という会議の様子です。テーマに関わる課題を
整理し、共有することを目的に、団体・事業所
や個人が一つのテーブルを囲んで話をします。
課題が見えるからこそ、次の行動につながると
考えています。

カメラの設定をしっかりと行う。
明るさの調整やホワイトバランスの調整を事前
に設定しておくと動画の撮影がしやすいです。

ポイント なるべく三脚を使用して固定する。
2
最近のカメラは、手ぶれ機能がついているものが
多いですが、長時間撮影する時は、三脚を使うとぶ
れることなく撮影できます。

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。お気軽にお問い合せください。

申込み・問合せ：ＮＰＯ法人まちづくりネット東近江
TEL：0748-56-1277 MAIL：info@e-ohminet.com

動画の制作に関することや、投稿
の仕方などお気軽にお問い合せく
ださい。

問合せ：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 0748-56-1277 ＭＡＩＬ：info@e-ohminet.com
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information
〜お知らせ〜

information

みなさんの力の結晶

〜お知らせ〜

をみんなで応援しま

共に考え、共に創る

す。

わがまち協働大賞 協働事例募集中

自治会やまちづくり協議会、市民活動団体、事業者、
行政機関などが、協力しながらまちづくりをしている
事例を募集し、表彰します。

募集期間

2017 年 6 月 1 日（木）〜 7 月 31 日（月）
応募方法
エントリーシートに必要事項をご記入ください。（エント
リーシートは、東近江市のＨＰからダウンロードできます。）
以下の問合せ先まで、エントリーシートと活動の内容がわか
る企画書やチラシを、メールやＦＡＸでお送りください。
※ご不明な点がございましたら、問合せまでお電話ください。

賞

地域が元気になるもの

（総額 100 万円相当のクーポン券など）

ＮＰＯ法人まちづくりネット東近江
ＦＡＸ：0748-56-1277
ＭＡＩＬ：info@e-ohminet.com
ＴＥＬ：0748-56-1277 ＩＰ：050-8036-0784

今年度も事業指定寄付制度「にじまちサポーターズ」が

始まります。東近江市の 2 つの活動を寄付で応援する制度
です。みなさまの応援をよろしくお願いします。

★2017 年度事業
1、織田信長が愛した幻の銘酒「百済寺樽」
444 年前の歴史を紐解く
＜事業内容＞

2、みんなの力を合わせて
愛東のフルーツを守ろう！

活動団体：百済寺樽歴史研究会

＜事業内容＞

活動団体：ＮＰＯ法人愛のまちエコ倶楽部

愛東地区では、40 年間にわたり果樹栽培が行われてきま

戦国武将として名高い織田信長が愛したといわれる百

済寺。そこで作られていた幻の銘酒「百済寺樽」の復活

した。愛東で生産された梨やブドウは、東近江市の特産品

焼き討ちで、製法の書かれたものが全て焼失してしまい

よって、ピーク時には、72 戸あった果樹園が、現在は半分

として多くの人に愛されています。しかし、後継者不足に

に向けて取り組んでいます。1573 年に、織田信長による

ほどの 33 戸になり、廃園の危機に陥っています。そこで今

ました。そこで今回、444 年前に失われた「百済寺樽」の

回、後継者を支える担い手の育成や農園の支援する人材を

製法などを調査し、そこにまつわる歴史やロマンを発信
することを目指しています。

15

だろうか。どんなチラシなら見てもらえ
るだろうか。悩みはつきないものです。

今回の講座では、チラシ作りにおいて、

人の目にとまる、魅力的なチラシをつく
る為の基礎を座学とワークショップを中
心に学びます。ぜひご参加ください。
講師紹介

日

時
2017 年

場

育て、愛東の果樹園を守り継ぐ活動を始めます。

所

7 月 10 日 ( 月 )

13：30 〜 15：30

能登川コミュニティセンター学習室

参加費

1,000 円
申込方法

坂田静香さん
（NPO 法人男女共同参画おおた理事長）

問合せ
副

講座やイベントを企画すると悩みはい

つも「集客率」。どうしたら、人が集まる

企画した講座が定員オーバーとな
るため全国から講演依頼が殺到。の
べ 1000 回以上講演をしている。著
書に「人が集まる！行列ができる！
講座、イベントの作り方」（講談社α
新書）がある。

問合せ先まで電話やメールで、参加
される方のお名前、連絡先を連絡くだ
さい。

問合せ
ＮＰＯ法人まちづくりネット東近江
ＭＡＩＬ：info@e-ohminet.com
ＴＥＬ：0748-56-1277
ＩＰ：050-8036-0784

のお悩み
市民活動
ださい。
ご相談く
に
軽
気
お
会計のこと、活動の広報の方法など活動をする
中で生まれた疑問やお悩みをご相談ください。一
緒に解決できる方法を探しましょう。
また、これから団体を設立しようと考えている
方へ、団体設立相談も行っています。facebook
の使い方講座や、助成金の獲得に向けた講座、動
画制作講座なども開催しています。
まちづくりネット東近江のＨＰや facebook で
発信していますので、ぜひご覧ください。
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