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（五個荘日吉町）
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　私の母は１３歳から琵琶を始め、８８歳で亡くなるまで琵琶
を弾き楽しんでおりました。琵琶の音色の中で育ちながら自分
が弾く事など思ってもいませんでしたが、母の形見の琵琶を手
にし始めて、幸い良いお師匠さんにも恵まれ、今はこの世界か
ら抜け出すことは考えられないほどすっかり魅了されてしまい
ました。
　琵琶には、「薩摩琵琶」と「筑前琵琶」があり、薩摩は４弦、
筑前は５弦の糸が張られていおり、撥も薩摩は大きく、筑前は
やや小ぶりです。弾奏服は、男子は紋入り着物に袴、女子は袴
に法衣を着ます。男子は、昔は烏帽子をかぶっておられました。
　お稽古は口写しで習います。弦も自分の指一本で音が何通り
にも変わり、なかなか大変な楽器ですが、お陰さまで「法従院
旭翠」という名前（旭翠は母の名前を継ぎました）も頂き演奏
会にも出演し、毎日を楽しんでおります。琵琶の音色は静かに
聞いていただくと、洋楽とは異なり何とも言えない心に響くも
のがあります。また、唄の内容は大半が歴史のなかの武将が中
心で、その主人公の心の奥がよく読め、その登場人物に今まで
とは違う親近感を覚えることができます。
　機会があれば皆様にも是非一度聞いていただきたいです。
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まち の話題
安心と安全のために…

がんばったよ！～『はらっパーク』挑戦ステージ～

子どもたちに「勇気」「自信」と「感動」を

東近江市消防団入団式

第14分団新消防ポンプ車入魂式

 



今年度  まちづくり事業
　　　

オンリーワン文化
・灯り路
・おしゃれ文化の創造
・地域が誇れる伝統

次世代に誇れる
・災害に耐えられるまちづくり
・楽しく子育てができるまち
・人材バンクづくり

思いやりのあるまち
・六心の訓運動
・心が弾む福祉のまち
・金属資源回収

心と身体イキイキ
・歌声喫茶
・生涯青春でいこう
・まち協農園

指定管理者制度
広報活動

平成２３年度役員（敬称略）
会　　長　　八 田 英 雄
副  会  長　　小 杉 勇
副  会  長　　辻 裕 子
会計監事　　持 田 長 三 郎
会計監事　　藤 野 正 子
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設置場所

応募方法五個荘日吉町五個荘日吉町
田中　楓雅 （ふうが）くん　10 歳
　　　春奈 （はるな）ちゃん　５歳 
　　　祐衣 （ゆい）ちゃん　４歳
　　　茉生 （まい）ちゃん　１歳 

田中　楓雅 （ふうが）くん　10 歳
　　　春奈 （はるな）ちゃん　５歳 
　　　祐衣 （ゆい）ちゃん　４歳
　　　茉生 （まい）ちゃん　１歳 
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さぁーて何でしょ？山頂の大きな板

　五個荘地区を取り巻く里山の新緑が色鮮やかな季節
となりました。
　ところで皆さん。五個荘平阪町の箕作山頂に四角い
グレーの板がそびえているのを見かけたことがありま
すか？あれって何なんでしょうね。
　関西電力（株）は電力の安定供給に必要な情報を無
線通信で行っています。電波はまっすぐにしか飛ばな
いので、山奥にある変電所から営業所までデータを送
ろうとするとき、山が邪魔して電波が届かない場合が
あります。実はこの板、電波を反射させて目的地まで
無線通信データを送るという役目をもつ
「電波反射板」だったんです。
　東日本大震災後、安定した電
力供給ができないなどのニュー
スをよく耳にしますが、私たち
も節電の意識をもって電気を使
いたいものですね

なぜ設置する必要があるの？ どこに設置すればいいの？

どこで購入するの？
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☎0505-801-7100

近江商人屋敷　☎ !"!"#$!%#&&''

5 月 21日（土）～ 6月 19日（日）　メッセージボード” 父の日”　9:00 ～ 17:00 （てんびんの里文化学習センター）
6月 19日（日）　バレーボールカーニバル　9:00 ～ 15:10 （五個荘地区体育協会）
6月 20日（月）　ストレッチ＆クッキング   9:00 ～ 15:00（健康倶楽部ごかしょう）
6月 25日（土）　ときめき歴史ウォーク　8:00 ～ 17:00 （健康倶楽部ごかしょう）
6月 1 日（火）～ 30日（木）　手作りコーナー ～部屋を飾ろう！～　9:00 ～ 17:00 （てんびんの里文化学習センター）
6月 21日（火）～ 7月 7日（木）　メッセージボード「七夕まつり」9:00 ～ 17:00 （てんびんの里文化学習センター）
7月１日（金）～ 31日（日）手作りコーナー ～チラシで作る封筒＆フォルダー～　9：00～ 17：00 （てんびんの里文化学習センター）

毎週土曜日　おはなし会 （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

6月 19日（日）～ 7月 18日（祝）　企画展「平成の匠展Ⅱ」
7月 31日（日）～ 8月 31日（水）　夏季企画展「もっと知りたい！東近江市」

7月 13日（水）～ 8月 14日（日）　うちわ・扇子展　（外村繁邸）
7月 13日（水）～ 8月 14日（日）　「近江の麻でたのしむ夏のしつらえ」　（外村宇兵衛邸）
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  1 日（水）　4･5 歳児　親子ふれあいのつどい （南幼稚園）
  2 日（木）・3日（金）　学校公開日 （五個荘小学校）
  3 日（金）　校内音楽会 （五個荘小学校）
  8 日（水）　授業参観・ひびきあい活動・部活参観 （五個荘中学校）
  8 日（水）　在宅 3歳児　なかよし広場　10:00 ～ 11:00（南幼稚園）
18日（土）　歌声喫茶「ぴーちくパーク」14:00 ～（学習センター）
22日（水）　給食参観　PTAバザー （南幼稚園）
26日（日）　冒険遊び場「はらっパーク」13:30 ～（中央公園）
  ４日（月）　なかよし広場 ～たなばたかざりをつくろう～ （東地区 3歳児対象）　10:00 ～ 10:40（東幼稚園）
16日（土）　歌声喫茶「ぴーちくパーク」14:00 ～（学習センター）
20日（水）　1学期終了式 （五個荘小学校）
21日（木）　なかよし広場 ～水遊びをしよう～ （東地区３歳児対象）10:00 ～ 11:00（東幼稚園）
21日（木）　なかよし広場 ～プール開放など～ （北地区在宅３歳児対象）（北幼稚園）
24日（日）　冒険遊び場「はらっパーク」13:30 ～（中央公園）
20日（土）　歌声喫茶「ぴーちくパーク」14:00 ～（学習センター）
21日（日）　資源回収・奉仕作業 （五個荘中学校）
21日（土）　PTA・保護者会美化活動 （さくらんぼ幼児園）
28日（日）　PTA親子清掃作業 （五個荘小学校）
28日（日）　冒険遊び場「はらっパーク」13:30 ～（中央公園）

五個荘つどいの広場　　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 10:00 ～ 11:30 五個荘コミュニティーセンター（旧五個荘公民館）
　6月 21日（火）「新聞遊び」　　7月 22日（金）「手作りおもちゃ」　　8月 26日（金）「親子リズム遊び」

おでかけ広場　10:00 ～ 12:00
　5月 30日（月）・8月 18日（木）　七里会議所　　　
　6月 16日（木）　宮荘公会堂　　6月 28日（火）　北町屋会議所　　７月６日（水）　きぬがさ会館
　7月 14日（木）　小幡公会堂　　8月２日（火）　山本自治会館
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 編集後記 　 　

未曾有の大災害から 2 カ月が

過ぎました。日本中の人々が、少しでも

悲しみを分かち合い、支援の手をさしのべて、

乗り越えていこうと、団結が生まれています。

　この思いが継続されることを祈り、私

たちのまちづくりに生かされること

を願っています。（F.S）

お詫びと訂正
前号の「特集ページ」に紹介させていただいた、
「ひだまりの会」のお名前の表記に誤りがありました。
読者および関係者の皆様には大変ご迷惑をおかけいたし
ましたことをお詫びして訂正させていただきます。

　はじめまして！の方も多いかもしれません。五個荘
青年会です。私たちは再発足から活動をスタートして
今年で11年目になります。五個荘のイベントでは年に
４～５回たこ焼きの模擬店を行っています。いつも多
くの方に買っていただき感謝しています。ありがとう
ございます。
　その他、今年はクリスマスにキャンドルを使ったイ
ベントも計画中です。青年会ではクリスマスのイベン
トを一緒に企画・運営してもらえる実行委員スタッフ
を募集しています。大学生から30歳くらいまでの男女
で企画・楽しいイベントやボランティアが好きな方な
ど、ぜひご連絡下さい。

連絡先　TEL : 080 - 3862 - 8245
　　　　 E-MAIL : gokasho-seinenkai@ezweb.ne.jp

五個荘青年会

五個荘青年会　佐生 剛
さそうつよし


