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花言葉：純愛
13
第13
13回「パワフル交流・市民の日」開催決定 ！！
「パワフル交流・市民の日」って・・・何？
市内で元気にがんばるＮＰＯ法人、ボランティア団体等の市民活動団体と市民の交流の機会を生み出
す
ことで、 市民のまちづくりに対する関心を高め、理解と参加を促し、 明るく住みやすい活気あふれるまち
づくりをすすめるためのイベントです。
日頃の活動を多くの市民、団体に発信し、一緒になって盛り上げ、楽しみましょう ！
○開催日時
○場
所
○事 務 局

11月10日（土）１０：００～１６：００
草津市役所、アミカホール他
（公財）草津市コミュニティ事業団
草津市立まちづくりセンター
ＴＥＬ ０７０－５０４４－６６８５（パワフル専用電話）
＊なお、今年度からは公益財団法人草津市コミュニティ事業団がこの事務局を担い、実施してまいります。
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いろは講座
まちセン 「いろは講座
いろは講座」 参加者募集
「生活の中で《むだ＊とく》って 何・・・？」
○日 時 : ９月２４日（月） １３時３０分～１５時３０ 分
○対 象： まちづくりセンター登録団体会員
○場 所 ： まちづくりセンター ２０２会議室
○参加費 ： 無料
○講 師 ： 滋賀県地球温暖化防止活動推進員
○募集人数：４０人
山本悦子 さん
○申込先 ： まちづくりセンター 窓
口
○内 容 ： 第一部・・・講演
またはお電話で（５６２-９２４０）
第二部・・・フリートーク
○主 催： 運営協議会 研修部会

９・１０・１１月 登録団体のイベント・発表会・講演会など
開催月日

イベント等名称

場 所

時 間

団体名

9月1日（土）

親子でダンス !! ワークショップ

天気村

10：00～11：30

草津ダンス道場

9月9日（日）

ダンスフェスティバル

守山市民ホール

13：00～16：00

スマイル
ザ・セブン

9月9日（日）

武術太極拳
フェスティバル２０１２

新大阪
メルパルクホール

10：00〜17：30

花架拳

9月9日（日）

い〜ぶんセミナー
男女共同参画で育てる未来

南草津フェリエ

13：30〜15：30

い〜ぶん学舎

9月21日（金）

蓄音機を楽しむ夕べ

光明寺

19：00〜20：00

まちづくり本舗

大津市
生涯学習センター

10：00〜17：00

湖水会

9月25日（火）
〜30日（日）

湖水会水彩画作品展
（初日１２：００～、最終日～１９：００）

9月29日（土）

円ブリオサポーターの集い

まちづくりセンター

14：00〜16：00

母と子の命を
守る会

10月6日（土）

親子でダンス !! ワークショップ

天気村

10：00～11：30

草津ダンス道場

10月8日（月）

い〜ぶんフェスタ

草津市人権センター

10：30〜14：00

い〜ぶん学舎

10月28日（日）

守山音楽祭

守山市民ホール

13：30〜

クランテーヌ

11月4日（日）

第58回滋賀県母親大会

草津市立草津小学校

10：00〜16：00

草津市母親
大会連絡会

11月23日（金）

親子でダンス !! ワークショップ

天気村

10：00～11：30

草津ダンス道場
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11月下旬

新草津川一斉清掃

12月1日（土）

滋賀生命尊重の集い
２５周年記念大会

新草津川合流点
〜湖畔

栗東市芸術文化会館

さきら

10：00〜12：00

琵琶湖ネット
草津

13：30〜16：00

母と子の命を
守る会

第２９弾！まちセンの仲間を紹介します！
設立35年目の少年軟式野球組織です。
現在、市内13小学校に15チームが活動して
います。
加入している子どもたちが野球の面白さや
むづかしさを体験するのは勿論、友だち・仲間
づくりの大切さを学び、ルールや礼儀を身につ
けさせるように指導しています。
野球・駅伝大会以外にも各チームではキャ
ンプ・餅つき・地域清掃活動などに取り組んで
います。
この連盟を卒業し、プロ、社会人、大学高校
野球で名を挙げ活躍されているたくさんの先輩
たちは子供たちの “夢”です。
これからも夢に挑戦する子供たちの成長を
応援していきます。

（連絡先

草津市学童軟式野球連盟（ＫＳＢＬ）

篠部治男 ℡ 090-6966-5510）

No ２）
まちづくりセンター登録団体一覧です（No
登録団体は、まちづくりセンターの運営や市内などで行われる まちづくり活動に参加しています。
団 体 名

団体プロフィール（活動目的より抜粋）

21

ガールスカウト滋賀県第2団

青少年の健全育成

22

故郷を大切にする会

故郷との交流、全国への草津市の情報発信

23

NPO子どもネットワークセンター天気村

NPO法人として子ども事業・子育て支援事業など

24

草津塾

まちづくりパートナーシップの成果を高め、コミュニテ イに貢献する

25

草津ワイズメンズクラブ

青少年の健全育成

26

草津モロラジー事務所

モロラジー教育を中心に自己の品性、人格の向上を目指す

27

琵琶湖ネット草津

住んで良かった・いつまでも住んでいたいと思われるまちづくり・地球環境を創生

28

日本民謡八祥会

民謡をはじめ邦楽の発展に寄与、活動を通じて広く文化振興に貢献する

29

NPO法人ナルクびわこ 湖南（ふあふあ）

子育て支援活動

30

ジムポップ

体操を通じて、地域文化の振興に寄与する

31

つむぎ会

日本の伝統の和裁を習得し、子ども、孫への伝承

32

草津子ども会指導者連絡協議会

子ども会の活動を通じて、子どもの健全育成を図る

33

NPO法人 デイフェンス

障害者が地域で自立した生活を営み、広く社会参画ができるように各種支援を行う

34

母と子のいのちを守る会草津支部

生命尊重の啓発活動を通して、命に優しいまちづくりを目指す

35

草津栗東地区労働組合協議会

労働者の利益・権利擁護と平和と民主主義、社会進歩のための活動

36

クランテーヌ

古き良き歌（クラシカルな歌）を中心に合唱を楽しむ

37

草津市PTA連絡協議会

児童生徒の健全な育成と会員の資質を高めて草津市 PTAの発展に寄与する

38

たんぽぽ

食生活を見直す料理会。健康情報に関する勉強会。

39

“人間と性”教育研究協議会滋賀HALサー
クル

性教育研究団体。教師・医師・看護婦・保健婦・助産婦ほか

40

NPO法人あかるくする会

夢とロマンに満ちた希望の持てる社会の実現を目指して。地域活性化活動
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3

人と街の未来をつくるカレッジ

昨年の参加者の声
・ 色々な角度からの視点が重要だ
と分かった
・ これからの近所付き合いが変わ
りそう
・ 街を歩いて初めて気づいたこと
が多かった

（開校中！ 引続き受講生募集中 ！）
・会 場 ： 草津市立 まちづくりセンター
・受講料 ： 各講 ５００円
・申込先 ： まちづくりセンター
電 話 (０７７)５６５－０４７７
Ｆ Ａ Ｘ (０７７)５６２－９３４０
メール com-com@mx.biwa.ne.jp
＜プログラム＞

第４講
第 ５講
第 ６講
第 ７講
第 ８講
第 ９講
第 １０ 講
第 １１ 講
第 １２ 講

９月８日（土）１０時

９月１５日（土）１０時
９月２９日（土）１０時
１０月１３日（土）１０時
１０月２７日（土）１０時
１１月１７日（土）１０時
１１月２４日（土）１０時
１２月 ８日（土）１０時
１２月２２日（土）１０時

街の中で何が好き？何が嫌い？

街の中にあるものを、あえて数えてみる
役所を頼ってはいけません
街は宝であふれてる
町内会はこの街を救えるか？
街の情報 回覧板は今日も回る！
街から高齢者の不便・不安・不満を減らせ
街のお金を生み出す経済学
時代が変える“まちのカタチ”
～ まちづくり協議会と町内会～

①市民活動について
（活動の取り組み、助成金、NPOなど）
②地域活動について
（まちづくり協議会など）

まちづくりセンター
に
無料相談窓口
が
できました

③ボランティアについて
（活動団体を知りたい、入りたいなど）
＊相談するときは、事前にまちづくりセンターへ電話してください。
＊相談内容によりコーディネーターが応対します。
コーディネーター応対は、原則、木曜日13時～16時です。

場 所

草津市立 まちづくりセンター
TEL ０７７－５６２－９２４０

～【集り処 縁（ゆかり）】 からのお知らせ～
① 『竹の灯り展』
・日 時 10月24日（水）～11月1日（木）
１０：００～１８：００
竹に細やかな彫刻を施した灯篭を多数展示します。
② 『竹灯篭作り』
・日 時 10月30日（火）
１０：００～１６：００（お好きな時間にどうぞ）
・参加費 １,０００円
③縁（ゆかり） フリーアート市
・11月3日（土）１３：００～１９：００
あなたまたはグループの手作り作品を展示・
販売しましょう！
・出展料 ５００円
＊お問い合わせは縁（ゆかり）まで ℡ ５３５－１３６３

編集後記
「この記事はこっちやで」
「違う、この頁の方が良いで…」
ワイワイガヤガヤ言いながら、やっとまとまりました。
皆さんが楽しく読んでくださると嬉しいですね。
（ボーイスカウト 豊田）
表題の花は、今話題の“なでしこ”です！！
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