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《基本方針 {ス ローガン)》
1瀞つも̈・いつまでも続<組織でありたし札

《静きあいあllこ ・̈子どもから高齢者まで。

'1機

:んばっている̈・けど、がんばりすぎない。

鷲》んなの岩上̈ 0みんながずっと住み続けたい。

「自転車交通安全教皇JI開催される
1,自 2ウ 日0)11安心 ‐。安全部含)

平成 27年 6月 1日から「改正道路交通法」が施行され、自転車への取り締まりが強化
されました。そこで、正しい交通ルールを身につけることはもちろん、加害者にもならな
い、事故にあわないよう「自転車交通安全教室」を滋賀県甲賀警察署、滋賀県警察本部交
通安全ふれあいチーム、甲賀市危機管理課およびセーフコミュニティ推進室、各団体のご

協力のもと、開催されました。
岩上地区の小中学生及び一般の方 105名 (役員含ぬ)が参カロされ、「自転車の安全利用

について」の請義や「 8の字走行」「遅乗リタイム計浪」」「ブグザグ走行」といつた実際
の訓練、また「ふれあいチームによる寸劇や腹話術」等が行われました。
今回の教室での内容を活かして、今後の交通安全に繋げていただけたらと思います。

■‐昧極到 に対抗カローリング大会iこ緯冒鶴 ‐観 彗
東洋哲学の太極思想を取り入れた太極拳。今回日本健康太極拳滋賀

県支部から6名の女性指導者に来ていただき約 60名が楽しい8寺間を

過ごしました。子供たちは別メニューで武術太極拳です。しつかりと

準備体操の後ゆつ<り と動き出します。初体験の

方が多<、 初めはぎこちない動きでしたが終わる
頃には少し太極拳らし<なっていました。

後半は「区対抗力□一リング大会」で盛り上が

りました。(優勝は今郷チーム)参加者の皆さん短い

時間でしたがノb地よい汗を流されたと思います。
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尋1城出中学生1鵬体馳 1受け入れに業1環境部拿)

前号でもご紹介しましたが、岩上自治振興会では、6月 29日から
7月 3日の 5日間、城山中学校 2年生 3名の職場体験学習を受け
入れました。今年は、岩上地域の名所・旧跡の案内板をつ<る

仕事に従事 して頂きました。

先ずは、甲賀市水□歴史民俗資料館で、
岩上地域の歴史を知る勉強から始め

ました。次は、現場で地域の人の

裔鯰「曇下][せ導器k‐競‐

案内板の原稿づ<り はコンピユータを駆使
して楽し<取り組みました。自分たちが学
んだことを文章にして、写真のレイアウト
も考えました。

完成した「新城磨崖仏」、「八幡神社・絵馬」
「岩神社」の 3枚の案内板をバックに鈴木さん

C)田中さん、辻井さん。 (写真左より)

この案内板は、近々それぞれの場所に設置さ
れます。是非皆さんも、この場所を訪ねて
二人がつ<っ て<れた案内板をご覧<ださい。

0

暉II夢鮨うジオ体藻‐夫人も勲口で行わ|億し|`で
地区の小学 1年から6年生が皆「ラブオ体操出席カード」を

首にかけて朝の6時 30分に岩上公民館 (新城地区)に集まります」
終われば急いで列ができ、出席カードにハンコをもらうのも楽しいようです。

昭禾□3年から始まつた朝のラブオ体操、国民の健康増進を図るために制定され、今日まで
いやこれからもずっと続いてほしいものです。来年も大人の方の参加が増えればと思います。

なんとたいら

■|ようこそ「富山県立南砺平高等学校ノ郷土芸能部Jの皆さん

第 39回全国高等学校総合文化祭 (びわこ総文)が滋賀県で開催
され (7月 29日～31日 )郷土芸能の部が「あいこうか市民ホール」
で行われました。南砺平高校は全校生徒 100名 で約
半数の生徒が郷土芸能部に所属され、毎年総文に県代
表で出場。最優秀賞など入賞回数は全国一の学校です。

岩上市民センターのホールと体育館で練習をされ
参加校 56校とその技を市民ホールで競われました。

鳳 1福祉映画を見てtほうこりと 性漏学習,健康づくり部会)

~~~丁

|

第 1回「骨髄性白血病患者」に焦点を当てた福祉映画を鑑賞
第 2回「脊髄小脳変性症患者」に焦点を当てた福祉映画を鑑賞
第 3回「若年1生認知症」に焦点を当てた福祉映画を鑑賞   |‐
サポーターからは骨髄バンクの紹介やドナー登録への呼び

かけ、第 2回では甲賀市での難病件数の説明や、申請者へは
受給者証が交付される仕組みや、今後の希望に繋がる展望に
ついての解説がありました。また第 3回 では2025年には
高齢化率のビークを迎えること、及びそれに伴う認知症患者
の今後の推移予演」を説明され、行政以外に地域の力の必要1生

を話されました。

「つない手」のみなさん
と「自治振興会会長」が
見学いたしました。

―
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(8月 22日 )

ビーチボールバレー

(7月 5日 )

(場所:岩上体育館)

■‐夏祭り・秋祭り～スポーツ

第 11回 ビーチボールバレーが20数名参加
のもと開かれ親睦を深めることができました。

マングロープの演奏やスカットボール・
バスケツトビンゴ、各種模擬店の出店で

開催されました。

盆踊り大会 (8月 24日 )

「納涼ふれあい祭」が、ご近所福祉

会 。子ども会共催により、岩上公民

館前で開催されました。
ストライクボールや輪投げなどで遊
び、かき氷 。フランクフルトにカレ
ーライスと食べ物もいろいろ・・・

マジツクシヨーも行われました。
メダカやカブトムシの特別ゲスト

も参加して楽しい「るヽれあい祭」で

した。

踊りに先立ち、ちびっこ対象のあ楽しみゲーム

が急な雨のため室内になつたことが残念でした

が、踊りが始まる前には雨も
あがり交流の楽しい輪が

拡がりました。

■・‐■.夏祭り(8月 13日 )

まり、盆踊り、ビンゴゲーム等で大

いに盛り上がりました。また、今年

初めて子供ゲームランドを開催し、

夏の夜に子供達の元気な声が聞こ

えていました。

天気も良<、 毎年振る舞われている「かき氷」も

大人気でした。平日の月曜日にも関わらず大勢の

参加で、行われました。 (場所 :日 枝神社)

八幡神社の例大祭。

平成 23年度より

宵宮祭への参拝を

チランを配布して

区民に0平びかけて

います。

■1今年は"コスモス"+"ひまわり"+ё揮≫宅ば"畑 {和野区)

茎
軽岩上運動場

今年も約九反の休耕田を
禾」用してコスモス畑、ひま
わり畑、そば畑を作つてい

ます。
是非天気の良い日にでも

見学にお越しください。

見頃は10月 中旬頃で丸

「和野の風景を守る郷づ<り委員会」

納涼ふれあい祭

(7月 11日 )

鼈 珊
ず

日
7.ギ

コスモス畑をバックに
記念撮影できます。

“
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曝,「■人暮らしl高齢者の集い .lA権 ,福祉4き浩き部会)

10月 21日 {永〕時間 :午前10時 30分～ 場所 :‐ 岩上公民館 西和皇

岩上地域の中で、一人で生活しておられる高齢者の方を対象に開催されま
す。普段の生活の中での「困りごと」や「相談ごと」を話したり聞いたりす
ることで、少しでも役に立つ集いの場となればと思います。

今年は場所を岩上体育館に移し、「 5周年記念事業」と共に開催されます。
例年の文芸作品や盆栽の展示。音楽・踊り等の発表や模擬店に加え、5周年
記念事業として「ロング巻き寿司」
や岩上ギネスに挑戦「紙飛行機飛
ばし」「いわがみ自治振興会の記
録ビデオ映写」など楽しい催しが

蟷‐● 1雛1漑|●1摯:

数多<企画されています。
ご近所お誘いあわせの上、是非ご来場下さい。

4‐魃  
「ⅢⅢⅢⅢl=1じ制‐「5周年言己念事判の開催{11月 8日 O‐)

時間.:午前9時
～
午1後 3時50分1場所:岩上体育館‐{生涯学習1健康づくり部会)

|1隆饂必蜀|"1美罰1練J111‐‐1月 15日 0'鸞聴|

「
台風 18号が発生から僅か 3日 ～

しました。被害者の話では油断や思t

道されていました。今後も過去に災i

複合的な要因で大きな災害に発展すi

今年の防災訓練は甲賀市と共催で上記日程で行われます。日頃の備
こま⊇Fの「 攪 暮ま:蜀重ねが、いざという時に役立ちます。多<の方のご参加をお願いいた

鳳 鶴晰が晰すくすく広場
今後の開催内容 (毎月第二人曜日)

(人権1福祉1生き活き部会)

今年の後期予定として、市の出前講座から保健師さんや看護師さんが下記の
内容であ話をされます。身近な事ばかりですので是非ご参力□ご聴講下さい。

●インフルエンザの予防 (10月予定)

●風邪の予防・けがの応急処置  (1月予定)

●食生活・発育 00(一日の生活)(1月予定)

※講座の内容は変更になる場合があります。

<岩上自治振興会 >
轟IP'201691イ ルミネ■シヨン
.  (総合企画・広報部会)

点灯期間:12月 5日①～1月 9日 ○
点灯式 :12月 5日 ① 午後5時～
今年も上記期間で行います。

点灯式でのイベントも計画中です。
期日が近づきましたらチラシ配布予定です。

躙

「

●
蒻

活 動 部 会 5  1醤皇套日緊曇雫婁心姜蜃覇墓塀更雇稽足型言活き部会
事 務 所 水□町新城557番地

代 表 者 名 西村 泰雄

電  話 0748-70-3332

FAX 0748-70-3332

エリア人□ 2,840人 965世帯 (平成21年|=月末現ω

区 0自治会数 8 (薔怒豊T彗ら唇磐豊習墓ふ嘉
郷‐

)

“
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