まちづくりセンター運営協議会のあゆみ
～開設準備から今日まで～
年

実施日

2001 12月25日

主

な

動

き

担当部会

「勤労福祉センター・働く婦人の家」の機能移転（南草津駅前フェリエ内）に伴い施設
活用の検討が「まちづくり市民会議」に依頼される
まちづくり市民会議では拠点プロジェクトで検討、全体会議・市担当部署との協議合意

1月7日 を経て「まちづくりセンター設置条例市民案」をまとめ、市担当部署発議で条例化に向

け提案される
3月20日 3月市議会で条例が可決される
2002

4月4日

「まちづくりセンター運営準備会」を組織し「行政」「コミュニティ事業団」との3者
協議で取り決めを整備した

7月1日 草津市立まちづくりセンター開設「オープン祝いの集い」開催

運営協議会を正式に設置し「研修（発足時は視察）・施設・情報」の3部会を設け「行
7月22日 政（施設設置者）・コミュニティ事業団（施設管理者）・運営協議会（施設利用者）」

の3者協議会（必要に応じ部会）を定期的に開催し運営実行することとなった
9月17日 運営協議会が館内施設点検を行い利用者としての認識を確認した

2003

7月4日 開所1周年記念「登録団体交流の集い」を開催
8月26日 運営協議会強化のため事務局を設置
8月28日 第1回先進地視察研修「京都市ひとまち交流館」

情報誌・「和・輪・Ｗｈａｔ」～創刊号を発行
12月19日
調理室使用体験

研修
情報
施設

1月21日 第2回先進地視察研修・四日市市「市民活動センター」

研修

2月15日 情報誌・みんなとめんめん～1号を発行

情報

3月10日

情報誌・「和・輪・Ｗｈａｔ」2号と「みんなとめんめん」2号を併号で発行～以降「み
んなとめんめん」に統合される～

情報

7月1日 1階の執務室を「多目的室１」として活用～市入居部署の本庁統合移転のため～
2004

2周年記念「登録団体交流の集い」を開催
7月16日 登録団体リスト作成

まちセン講演会「まちづくりあれこれ」開催
8月15日

2005

講師：織田直文京都橘女子大教授

研修

７月中旬に発生した北陸（新潟・福井）豪雨の被災者支援活動として新品タオルを募集
し、被災地に送った

8月25日 情報紙・みんなとめんめん～夏・3号～発行

情報

11月25日 情報紙・みんなとめんめん～秋・4号～発行

情報

1月19日 第3回先進地視察研修・津市「市民活動センター」

研修

3月25日 情報紙・みんなとめんめん～春５号～発行

情報

5月31日 指定管理者制度導入について市の説明を受け内部研修を図る
9月1日

情報紙みんなとめん～秋・６号～発行

情報

指定管理者制度導入について協議を経て市役所に意見書提出
12月1日 情報紙・みんなとめんめん～冬・７号～発行

情報

1月24日 指定管理者制度導入について市の決定を聞く
1月21日 まちセンいろは講座・「広報を考える」開催
2月15日

館内9ヶ所に多国語（6ヶ国語）表示を実施

施設

第4回先進地視察研修・吹田市「亥の子谷市民センター」

研修

3月1日 情報紙・みんなとめんめん～春・８号～発行
2006

情報

3月15日 3周年記念「登録団体全員集合～登録団体交流会～」開催
5月16日 情報ボードの設置提案・検討・実施へ、屋根付障がい者用駐車場の設置検討

施設

6月1日 情報誌・みんなとめんめん～夏・9号～発行

情報

9月1日 情報誌・みんなとめんめん～秋・10号～発行

情報

11月2日

まちセンいろは講座・講演「ボランティアって何だろう」講師：布谷知夫氏、「草津コ
ミュニティ支援センターでの事例紹介」話題提供：植野美砂子氏

12月1日 情報誌・みんなとめんめん～冬・11号～発行

2007

研修・情報

研修
情報

2月1日 第5回先進地視察研修 「ひらかたＮＰＯセンター・枚方宿鍵屋資料館」

研修

3月1日 情報誌・みんなとめんめん～春・12号～発行

情報

3月3日 4周年記念「登録団体全員集合Ｐａｒｔ２」開催
6月1日 情報誌・みんなとめんめん～夏・13号～発行
6月5日 第１回協働指針勉強会実施

情報

年

実施日

主

な

動

き

担当部会

7月2日 第２回協働指針勉強会「草津をこんなまちにしたい」の実施

2007

7月6日 「広報誌・情報誌の作り方」講習会の実施

情報

9月1日 情報誌・みんなとめんめん～秋・14号～発行

情報

11月18日 まちセンいろは講座「あなたと私がつくる住みよいまちづくり」開催
12月1日 情報誌・みんなとめんめん～冬・15号～発行

研修
情報

12月26日 雨天時障がい者用駐車場について提案書を市に提出
1月22日

「多目的１のスモールオフィス化」「（仮）市民活動団体施設借上助成」「法人格取得
助成」の提案と意見交換

6月1日 情報誌・みんなとめんめん～夏・17号～発行

情報

8月14日 情報誌・臨時号「多目的室１の有効活用について話し合っています」～発行
2008

9月1日 情報誌・みんなとめんめん～秋・18号～発行

情報
情報

9月25日 「デジタルカメラの使い方」勉強会の実施

情報

11月29日 まちセンいろは講座「いろんな手法でチラシづくり」開催

講師：川嶋冨美子氏

12月1日 情報誌・みんなとめんめん～冬・19号～発行（情報）

情報

2月5日 第7回先進地視察研修・近江八幡市「おやじ連・八幡山の景観を良くする会」
2月21日 6周年プレイベント「みんなで名刺づくりしましょう」開催

研修

講師：川嶋冨美子氏

2月22日 情報誌・みんなとめんめん～春・20号～発行

研修
研修
情報

3月1日 ６周年記念「登録団体全員集合!!」開催
2009

5月19日 喫茶新規募集について協議
6月10日 情報誌・みんなとめんめん～夏・21号～発行

情報

9月1日 情報誌・みんなとめんめん～秋・22号～発行

情報

11月10日 第8回先進地視察研修・高島市「針江区生水の郷、藤樹の里あどがわ、畑の棚田」
12月1日 情報誌・みんなとめんめん～冬・23号～発行

研修
情報

12月12日 まちセンいろは講座「地産地消にこだわりエコ・食育を学ぶ」の実施
3月1日 情報誌・みんなとめんめん～春・24号～発行

研修
情報

3月7日 7周年記念「登録団体全員集合!!」開催
3月16日 「デジタルカメラ教室」勉強会の実施

講師：林氏（市まちづくり協働課）

情報

3月19日 次期代表・副代表候補者推薦委員会を設置し、開催した

2010

6月1日 情報誌・みんなとめんめん～夏・25号～発行

情報

7月3日 立命館大学学生サークル草津天文研究会との協働事業「夏の星座学習会」実施

施設

9月1日 情報誌・みんなとめんめん～秋・26号～発行

情報

9月16日 まちセンいろは講座「再発見!!わがまち草津

歴史探訪」の実施

研修

10月20日 情報誌作成技術向上勉強会の実施（京都新聞社内見学）

情報

11月10日 第9回先進地研修・東近江市「ＮＰＯかじやの里、豊郷小学校旧校舎群、愛知川群」

研修

12月1日 情報誌・みんなとめんめん～冬・27号～発行

情報

3月1日 情報誌・みんなとめんめん～春・2８号～発行

情報

3月5日 ８周年記念「登録団体全員集合!!」開催
3月24日 次期代表・副代表候補者推薦委員会を設置し、開催した

2011

6月1日 情報誌・みんなとめんめん～夏・2９号～発行

情報

7月3日 立命館大学学生サークル草津天文研究会との協働事業「夏の星座学習会」実施

施設

9月1日 情報誌・みんなとめんめん～秋・３０号～発行

情報

9月15日 まちセンいろは講座「震災から学ぶゆい（結い）の心・・・」の実施

2012

研修

11月11日 講演会「みんなが暮らしやすいまち ～心のバリアフリーを目指して～ 」の実施

施設

11月24日 第１０回先進地視察研修・長浜市「雨森芳洲庵」

研修

12月1日 情報誌・みんなとめんめん～冬・３１号～発行

情報

3月1日 情報誌・みんなとめんめん～春・３２号～発行

情報

3月3日 ９周年記念「登録団体全員集合!!」開催
3月26日 次期代表・副代表候補者推薦委員会を設置し、開催

年

実施日

主

な

動

き

担当部会

6月15日 情報誌・みんなとめんめん～夏・３３号～発行

情報

9月24日 まちセンいろは講座「生活の中で≪むだ＊とく≫って何・・？」の実施

研修

2012 10月20日 立命館大学学生サークル落語研究会との協働事業「秋の落語会」実施
11月19日 第１1回先進地視察研修・大津市「京阪電車 石坂線２１駅の顔づくり」に学ぶ

施設
研修

12月1日 情報誌・みんなとめんめん～冬・３５号～発行

情報

3月1日 情報誌・みんなとめんめん～春・３６号～発行

情報

3月2日 祝･設立１０周年記念「笑顔でつむぐ草津の未来」開催
3月22日 次期代表・副代表候補者推薦委員会を設置し、開催した

2013

6月25日 情報誌・みんなとめんめん～夏・３７号～発行

情報

6月29日 立命館大学学生サークル草津天文研究会との協働事業「夏の星座学習会」実施

施設

8月1日 情報誌・みんなとめんめん～３８号～発行「コミュニティくさつ」と合誌

情報

9月11日 まちセンいろは講座「びわ湖の生態系、変えたのは誰？」の実施

研修

10月1日 情報誌・みんなとめんめん～３９号～発行「コミュニティくさつ」と合誌

情報

11月26日 第１2回先進地視察研修・兵庫県「人と防災未来センター」「沢の鶴資料館」に学ぶ
12月1日

研修

立命館大学学生サークル落語研究会との協働事業「笑で健康を呼ぶ、落語会」実施

施設

情報誌・みんなとめんめん～４０号～発行「コミュニティくさつ」と合誌

情報

2月8日 国際文化交流会「外国人から見た日本・草津のまち」開催
2月15日 情報誌・みんなとめんめん～４１号～発行「コミュニティくさつ」と合誌

施設
情報

3月8日 １１周年記念イベント「まちセン今昔物語」

2014

6月29日 立命館大学学生サークル草津天文研究会との協働事業「夏の星座学習会」実施

施設

7月15日 情報誌・みんなとめんめん ～４２号～発行

情報

「コミュニティくさつ」と合誌

9月12日 まちセンいろは講座「おひとりさまでも大丈夫ですか？」の実施

研修

9月15日 情報誌・みんなとめんめん～４３号～発行

情報

「コミュニティくさつ」と合誌

11月26日 第１3回視察研修 「草津駅から北側のまち 渋川地区を再発見しよう！」に学ぶ

研修

11月29日 立命館大学学生サークル落語研究会との協働事業「笑う門には福来たる、落語会」実施

施設

12月15日 情報誌・みんなとめんめん～４４号～発行

情報

「コミュニティくさつ」と合誌

2月7日 国際文化交流会「外国の方から見た日本・草津のまち」開催

施設

3月7日 １２周年記念イベント「まちセン今昔物語」
3月15日 情報誌・みんなとめんめん～４５号～発行
6月15日 情報誌・みんなとめんめん～４６号～発行

情報

「コミュニティくさつ」とともに各所配布

7月4日 立命館大学学生サークル草津天文研究会との協働事業「夏の星座学習会」実施
8月20日 ふらっとサロンの活動紹介パネル刷新
2015

施設
施設

9月8日 クレアホール施設見学を兼ねて施設部会

施設

9月15日 情報誌・みんなとめんめん ～４７号～発行

「コミュニティくさつ」１０６号

情報

9月25日 まちセンいろは講座「エンディングノートの書き方」実施

研修

11月1日 情報誌・みんなとめんめん～４８号～発行

情報

「コミュニティくさつ」１０７号

11月17日 ２７年度視察研修 「志津地区と草津川の歴史を聴く」実施。参加３０人

研修

11月21日 立命館大学学生サークル落語研究会との協働事業「まちセン落語会」実施

施設

12月19日 国際文化交流会「外国の方から見た日本・草津のまち」開催

施設

3月5日 １３周年イベント「若者たちのメッセージ」
2016

情報

3月15日 情報誌・みんなとめんめん～４９号～発行

実行委員会6回開催
「コミュニティくさつ」１０８号

情報

