
五個荘地区まちづくり協議会スローガン 心イキイキはつらつと　皆んなが愉（たの）しむ　まちづくり
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ごかのしょう新近江商人塾「MUSUBI－五個荘結婚日和」より（９月２３日）ごかのしょう新近江商人塾「MUSUBI－五個荘結婚日和」より（９月２３日）



筆：五個荘中町自治会長2

　今年の日展（日本最大の総合美術団体）に初出品、初入
選という快挙を遂げられました。平成 4 年から公募作品展
に出品して以来、いつかは「日展入選！」が夢でした。入
選作の版画『静寂』は山本町に残る舟板と白壁の町並みを
題材にした８０号 (１５０㌢ ×９２㌢）の大作です。苦労さ
れた点は9枚の版木を彫り、35色の色を使い、制作に約1年、
根気との闘いだったそうです。おめでとうございます。こ
れからもすばらしい版画を見せていただきたいですね。

版画に魅せられて

松島良一さん（五個荘山本町）
ま つ

ふれあいフェスティバル
【五個荘中町】
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　今年一番といっても良いほど暑い日となった８月７日（日）、
五個荘北公園にて第２回「五個荘中町ふれあいフェスティバ
ル」を開催しました。五個荘中学校吹奏楽部の演奏、模擬店、
ビンゴゲーム、そして、お楽しみ大抽選会と盛りだくさんの
内容で、多くの町民の方々に参加していただきました。
　昨年好評だった吹奏楽部に今年もお願いしました。リズミ
カルな動きのある、見事な演奏をしていただいた生徒のみな
さんありがとうございました。
　町有志の方々や役員らが知恵を絞った模擬店は、手作り流
しそうめん、焼きそば、フランクフルト、焼き鳥、かき氷、
みたらし団子、飲み物（本格生ビール・ジュース）、ヨーヨー
つり、カブトムシの無料プレゼント、ホールインワンゲーム、
くじ引きと、子どもから大人まで楽しんでいただけました。
　今後とも五個荘中町のみなさんのふれあいを深めるために、
いろいろな行事を計画していきたいと思います。

りょう い ちし ま
【ご案内】日展京都展でご覧になれます。
　ところ　京都市美術館 ( 岡崎公園内 )
 　と き　  平成 23年12月10日(土)～平成24年1月13日(金)
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まちの話題
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備えをつねに！イザという時のために

　

みんながんばれ！チビッ子アスリート

今つなげよう 五個荘の心で 絆で

五位田町防災訓練

さくらんぼ幼児園運動会

てんびんの里ふれあい広場 2011

　秋晴れの 10 月 11 日、さくらんぼ幼児園で運動会が行わ
れました。『ピース＆スマイル　つながれ　てとて　こころ
はひとつ』をテーマに、笑顔と元気の輪が大きな心の絆へ
とつながることを願って…園児たちがグラウンドを一生懸
命駆け回りました。
　みんな揃っての入場行進、開会式の後、よ～いドン！の「か
けっこ」、お父さんお母さんと一緒の「親子競技」、みんな
でこの日のために練習した「リズム」、最後は年長組さんの
「リレー」で、無事閉会式となりました。
　みんな、楽しくがんばったネ！

　10 月 16 日五位田町にて、全戸対象の防災避難訓練と炊き
出し訓練が行われました。避難訓練では各組長さんが各戸
の家族構成表をもとに、避難状況の確認を行い速やかに避
難した後、避難誘導班長へ報告。また要援護者が取り残さ
れているという想定で、模擬演習を行いました。
　その後、市地元消防団員による指導で消火器を使った消
火訓練や消火器の新規購入や廃棄処分について説明を受け
ました。また、発電機の操作方法についても体験しました。
　最後に、避難所生活に入ったとの想定でグループに分か
れ、必要なものをそれぞれが持ち寄って、炊き出し訓練を
行いました。
　イザという時のためには、日頃からの心準備が必要ですね。
　

　10 月 29 日、五個荘中央公園で、恒例となった秋のイベ
ント「てんびんの里ふれあい広場 2011」が盛大に開催され
ました。
　この上ない秋晴れに恵まれ、ステージ、模擬店、エコフリー
マーケット、まち協が共催した『冒険遊び場　はらっパーク』
と、どれもが大盛況で、ジャンボ抽選会で最高に盛り上がり、
幕を閉じました。
　今年は、東日本大震災を支援しようとの思いから、応援
コーナーも設置されました。
　地域の力と絆で、来年もいっぱいの笑顔に出会えますよ
うに！！
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　９月２４日、今年も中山道に灯りの路が浮かび上がりました。
地域の絆や復興への祈りをテーマにした灯りも多く見られ、一夜だけで終わる
のは惜しいような素晴らしいものばかりでした。
　ひとつの灯火から心がつながり、数えきれないほどの笑顔の花が咲きました。
来年はどんな灯りが見られるのか楽しみですね☆
関係自治会、グループの皆様、そして協賛企業の皆様、ありがとうございました。

一つの火をみんなの心に届け、
絆で結ぼうと、大郡神社より拝受
した元火を、灯りのメッセンジャー
が人力車で各自治会に届けました。
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YouTubeにて中山道灯り路の様子を公開しています。ぜひご覧ください。
元火編 → http://www.youtube.com/watch?v=3RvMeTskTaU
灯り編 → http://www.youtube.com/watch?v=SCwKrxk4T_A

特集特集
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清水　稜太（りょうた）くん　7 歳
　　　悠那（ゆな）ちゃん　4 歳
　　　彩愛（さな）ちゃん　10 ヵ月

清水　稜太（りょうた）くん　7 歳
　　　悠那（ゆな）ちゃん　4 歳
　　　彩愛（さな）ちゃん　10 ヵ月

五個荘竜田町五個荘竜田町

FAX：48-5650  Mail：go-machikyo@e-omi.ne.jp

FAX・Mail で、または応募用紙を切り取って下記に設置の応募箱に投函してください。
応募箱 ( 五個荘支所･五個荘コミュニティセンター・ぷらざ三方よし・てんびんの里文化学習センター）
・当選者の発表は発送をもって替えさせていただきます。
・個人の情報は目的以外には使用しません。
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中山道沿いで育まれた伝統工芸品「小幡人形」は、年賀はがきや切手の図柄に採用
されるなど、鮮やかな色合いと素朴な表情で約 300 年愛され続けている土人形です
が、その製法は次のどの人形から学んだのでしょうか。

No.34

正解者の中から、１名様に来年の干支『龍』の「小幡人形」を
プレゼントいたします。ふるってご応募ください♪ 12月20日

キリトリキリトリ①御所人形　　②富田人形　　③伏見人形

˰ų˰ų˰ų
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防災
・減災クイズ!!○×

　① 災害時に役立つ「災害用伝言ダイヤル」の電話番号は、『１７１』である
　② 冷蔵庫・テレビなどはすごく重いので地震の時にはつかまって身を守るとよい
　③ ひとりの人に必要な水の量は、一日３リットルである
　④ エレベーターに乗っている時に地震が起きたら、１階のボタンを押して助けを待つとよい
　⑤ 台所で、火を使っている時に地震が起きたら、すぐに火を止めるとよい
　⑥ 被害があった所へ救援物資を送る場合、箱の外側に中身が何かを書いておくとよい

※答えは次ページで
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株式会社　矢守タイヤ

スタッドレス予約受付中
早めの御準備を



未就園児＊要申込

てんびんの里文化学習センター・五個荘コミュニティセンター　☎ 0505-801-7100

五個荘子育て支援センター　☎ 0748-45-5558

五個荘図書館　☎ 0505-801-2030

近江商人博物館　☎ 0505-802-3134

近江商人屋敷　☎ 0505-801-3399

よ

11月 27日（日）　『ＤＥＣＯクレイクラフト講座」①　10:00 ～ 12:00 　（五個荘コミュニティセンター）　＊要問合せ
11月 29日（火）　『年賀状作り講座」①　10:00 ～ 12:00（五個荘コミュニティーセンター）　＊要問合せ　
12月 1日（木）～ 25日（日）　手作りコーナー vol.9 ～クリスマス＆お正月編～　（学習センター）　
12月　2日（金）   『年賀状作り講座」②　10:00 ～ 12:00 　（五個荘コミュニティセンター）　＊要問合せ
12月　4日（日）　『ＤＥＣＯクレイクラフト講座」②　10:00 ～ 12:00　（五個荘コミュニティーセンター）　＊要問合せ
12月 11日（日）　五個荘ワンズ資源回収　8:00 ～ 11:00　（五個荘ワンズ）
12月 11日（日）　『来て！見て！体験　子ども屋台村」　10:00 ～ 15:00　（五個荘地域教育協議会）　会場：学習センター
 1 月　6日（金）～ 15日（日）　メッセージボード” 新年の誓い” 編　（学習センター）
 1 月　6日（金）～ 31日（火）　手作りコーナー vol.10 ～牛乳ﾊﾟｯｸ･ﾃｨｯｼｭｹｰｽ工作編～　（学習センター）
 1 月　8日（日）　五個荘地区「二十歳のつどい」　14:30 ～ 16:30　会場：学習センター
 1 月 15日（日）　五個荘地区駅伝競走大会　ふれあいジョギング大会　（五個荘地区体育協会）

毎週土曜日　おはなし会　15:00 ～ 15:30（絵本のよみ語り・紙芝居　など）
毎月第１木曜日　10:30 ～ 11:00　おひざでだっこのおはなし会　（12月 1日・1月 12日）

開催中～ 12月 18日（日）　秋季企画展「近江商人のルーツ・小幡商人の活躍」
12月 3日（土）　折り紙で四季折々～クリスマス～　材料代：300円　＊要申込み
1月 5日（木）～ 1月 22日 ( 日）　新春企画展「百人一首とふるさとカルタ大集合！」　

開催中～ 12月 28日（水）　「外村繁　没後 50周年記念～反故原稿と書簡展～」　（外村繁邸）

つどいの広場　　曜日 /毎週　火・水・木　　時間 /10:00 ～ 15:00　場所 / 五個荘すみれ保育園内（今まで通り）
親子みらいちゃんルーム・・・時間／ 10:00 ～ 11:30
　　　　　　　　　　　　　　　　  12 月 16日（金）＜五個荘コミュニティセンター＞
おでかけ広場・・・・・・・・  時間／ 10:00 ～ 12:00　 
                                                  12 月　6日（火）＜宮荘公会堂＞　　12月 12日（月）＜北町屋会議所＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 月 13日（金）＜きぬがさ会館＞     1 月 25 日（水）＜小幡公会堂＞
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なか 緒に （さ25日（金）　2歳児なかよし広場～幼稚園の３歳児と一緒に遊ぼう～ 10:00 ～ 11:00（さくらんぼ幼児園）対象：未就園児＊要申込
27日（日）　冒険遊び場「はらっパーク」13:30 ～（中央公園） 
29 日（火）　芸術鑑賞会 （五個荘中学校）　会場：五個荘福祉センター
30日（水）　創立記念芸術鑑賞会 （五個荘小学校）
  6 日（火）　なかよし広場～人形劇を見よう～（北地区未就園 3歳児）10:00 ～ 10:40（北幼稚園）
  7 日（水）　中学校入学説明会
11日（日）　冒険遊び場「はらっパーク」＊来て！見て！体験子ども屋台村同時開催　会場：学習センター
17日（土）　歌声喫茶「ぴーちくパーク」14：00～（学習センター）
22日（木）　２学期終業式 （五個荘小・中学校）　
10日（火）　３学期始業式　（五個荘小・中学校）
18日（水）　なかよし広場～獅子舞を見よう～（北地区未就園 3歳児）9:30 ～ 10:30（北幼稚園）
18日（水）・19日（木）　学校公開日 （五個荘小学校）
21日（土）　歌声喫茶「ぴーちくパーク」14:00 ～（学習センター）
22日（日）　冒険遊び場「はらっパーク」13:30 ～（中央公園）
24日（火）　なかよし広場～4歳児と一緒に遊ぼう～（北地区未就園 3歳児）9:30 ～ 10:30（北幼稚園）　
25日（水）　在宅３歳児なかよし広場～幼稚園の３歳児と一緒に遊ぼう～ 10:00 ～ 11:00（さくらんぼ幼児園）　＊要申込
26日（木）　２歳児なかよし広場～大きな遊戯室で遊ぼう～　14:00 ～ 15:00（さくらんぼ幼児園）　＊要申込
26日（木）　中学２年生修学旅行　（五個荘中学校）
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発行・編集　五個荘地区まちづくり協議会

事務局　〒529-1421 東近江市五個荘竜田町2-3

                                                （五個荘支所内）TEL　0748-48-7303
FAX　0748-48-5650
IP　　0505-801-7303

早いものでまもなく師走。卯年
は自然災害の多い年だという説がある

らしいが、東日本大震災・原発事故・紀伊
半島を襲った台風１２号と。思えば１２年前もト
ルコ・台湾での大地震・東海村での臨界事故が
起こった。被災された方々を想うと、普段の平凡
な暮らしが、いかに幸せかと改めて感じる。本誌
特集で取り組んできた『防災・減災』を参考に
地域、家庭で意識の高揚に役立ってほしい
ものだが、備えがあっても実践する日が
来ないことを念じたい。

（K.S）

 編集後記これって何だろう！？

　お米の収穫が終わったころ、田んぼに見慣れない白く
て丸いものがあるのを皆さんは見かけられたでしょう
か！？
　専用のコンバインで稲穂ごとわらが刈り取られ、ロー
ル状に固められ、それを特殊な機械でラッピングしたも
ので、ロールベール（ラップサイロ）というものです。この
後１ヶ月ぐらいすると、モウ！これはおいしい牛の餌に
なります。酸素を遮断して
このなかで乳酸発酵をさ
せています。さしづめ、
ヨーグルトかチーズと
いったところでしょうか。
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