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まち協だより
いよいよ本格運行に向けて
冊子 完成 ！！
『湖東地区の文化財』

トライアル運行実施！

歴史文化プロジェクトでは、「語りつぐ ふるさと
湖東の歴史と文化シリーズ」【湖東地区の文化財】の
冊子を完成しました。昨年のことうふるさと文化展に
同テーマで展示を行い、ご来場の皆様より大変大きな
反響をいただきました。この町に……!?、隣のお寺に
……!! など、案外知られていない大切な文化財がたく
さんあることに関心をもっていただきました。
現在、湖東地区には国指
定の重要文化財５件、登録
有形文化財１７件、天然
記念物２件があります。
また、滋賀県、東近江市指定
の文化財が３３件、合計
５７件もあるのです。全国
には国宝や重要文化財が
13,331 件あり、県別には
東京都(全国各地の文化財が国立博
物館に集められているため)、京都
府、奈良県に続いて滋賀県
は４位にランクインしてい
ます。
これらの大切な文化財は先人から受け継いだ、まさ
に宝物なのです。今回の冊子をご覧いただき、これら
の宝物をよく理解し学んでいただきたいと思ってい
ます。そして私たちはこの素晴らしい歴史と伝統ある
町と大切な宝物を次の世代に引き継ぐ使命があると
考えます。
５月２０日の“いこいこ広場”で、この冊子を使っ
てお話をさせていただく予定です。興味のある方、
また、この記事を読んで関心を持たれた方、ぜひお越
しください。
(Takada)

【湖東地区通勤通学バス】の運行に向け、下記の
期間にトライアルを実施します。
湖東地区からＪＲ能登川駅に、通勤通学されて
おられる方のご利用をお願いします。
なお、ご利用希望者の方は、事前予約をお願い
します。
トライアル期間：令和３年５月６日（木）～
６月４日（金）の平日
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※ トライアル期間の運賃はいただきませんが、
協力金として 一回乗車につき２００円 をお願い
します。また、モニターとしてアンケートにご協力
をお願いします。

★ 運行記録員（アルバイト）募集（学生可）！
興味のある方は下記まで。
【お問合せ・予約先】
湖東地区まちづくり協議会
担当 小島事務局長
TEL：050-5802-3393

毎週木曜日の午前 10 時から午後 4 時の間、第四水曜日に開催
しているみんなの居場所です。
毎週木曜日の午前中はいろいろな催しを、お昼からは読書スペ
ースなど自由にご利用いただけます。また、お困りごと相談もさ
せていただいています。第四水曜日はカフェをお楽しみいただけ
ます。 気軽にお立ち寄りください。

新型コロナの影響で中止させて
いただくことがあります。

３便

往 路

５月のいこいこ広場 通信

★５月６日（木） 10:30～11:30
【おはなしと折り紙】
読み語りグループ『あめんぼ』
さんのおはなしと折り紙です。

２便

★５月１３日（木）
10:30～11:30
【湖東フラダンス
サークルさんに
よるフラダンス】

★５月２０日（木）
10:30～11:30
【湖東の文化財
ついて】
上の記事で紹介
させていただいた、
『湖東地区の文化
財』の冊子を使って
お話をします。
★５月２７日（木）
10:30～11:30
【コミセンの
Wi-Fi に
つなげてみよう♪】

★５月２６日
（水）
10:00～11:30
【まちカフェ
手芸部】
「一緒に好きなこ
としませんか？」
親 子 で お 気軽 に
ご参加ください。

Memorial ひがしおうみ

大花火大会！！
３月２７日、【ひがし
おうみ大花火大会】が
開催されました。湖東
地区の会場となったひば
り公園では、イルミ
ネーションと花火が小中
学校卒業生の旅立ちをお祝いしました。
イルミネーションの飾り付けをした中学校の
卒業生達は「コロナで大変な１年でしたが、地域
の方がイベントをしてくれた
ので、今夜はエンジョイした
い」と話してくれました。ま
た、小学校の卒業生は、
「小学
校 最 後 の 楽 し み に、 花火 が
見られて良かった」と話して
くれました。
(Fukuda)

子育て支援プロジェクト
通学路ウォーク実施
新入生通学路ウォークが、３月２７日、
２８日の二日間にわたって、各学区で行わ
れ、通学路を歩いて危険箇所等を点検し
ました。
参加されたお父さんは、「登校する練習は
していたが、点検しながら歩く事で危険な箇
所に気が付くことができて、良かった」。
また、お母さんは、「子どもの後ろを歩く事
で、危ない箇所に近付いていく様子を見るこ
とができて良かった。また、民生委員さんが
交差点の見守りをしてくださる事に感謝し
ています」と話してくれました。
(Fukuda)

ほつ
ヘムスロイド村からのお知らせ

と ひと息

かわいいねこちゃんずに
癒されています

新緑の杜
大掃除大作戦♪
5 月と言えば、ヘムスロイドの杜まつり。
でも、今年は秋に新しい形での開催を予定しており
ます。ぜひ、その前に青葉の茂みを刈り取り、草を集め
る森のお掃除にお手伝いいただきたいのです。
作業の後には、ふだん見られないアトリエの中で、
素敵な作品を６名の作家さんが紹介してくれます。ぜひ、
ご参加ください。お待ちしております。
日 時：５月 22 日（土）（雨の場合は中止）
作業 9：00 ～ 10：30
見学 11：00 ～ 12：00
持ち物：鎌、飲物、タオル、帽子
申込み：湖東地区まちづくり協議会
050-5802-3393
（担当：小島事務局長）

う ち の お 兄 ちゃ ん ネ コ
です。もう 10 歳になろうと
しています。
ス ヌ ー ピ ー の上 が お 気
に入りで、赤ちゃんの頃
からの愛用品です。
うちの弟ネコです。まだ
まだ甘えん坊で元気いっぱ
い！お兄ちゃんネコとやん
ちゃして怒られることも…
お母さんのお膝で寝る
ことと、ご飯の時間が大好き
です。
天気のいい日はこうやって
窓 際で仲良 くポカポ カして
います。仲良くしている姿を
見ていると、かわいくて時間
が経つのも忘れてしまいそう
です。

食いしん防災隊がいく！

（第３４回）

腹回りの緊急事態宣言がいつまでたっても解除されない食いしん防災隊です。
さて、コロナ禍にあっても災害はいつ起きるかわかりません。「避難所に行ってもいいのか？
感染の危険もあるし……」と心配されている方も多いのではないでしょうか。
結論から言いますと、身の安全を守るための避難をためらっては
いけません。自宅にいることに危険がある場合、すぐに避難してくだ
さい。避難所も感染対策を行っていますが、マスクの着用や距離を
保つなど、できるかぎり普段と同じ対策をとってください。大事なの
は、発熱などの症状があれば受付で必ず申し出ることです。感染の
疑いがある濃厚接触者も同様です。
（次号へつづく）

こもれ日 小田苅家 あじさい食堂

お知らせ

あじさい食堂の子どもたち
が、第三小学校でとれたお米を
使ってかまどご飯を体験しま
した。また、子どもたちから
「みそ作りがしたい！」とリク
エストを受け、みそ作りもしま
した。
材料となるお米と大豆は
地域の方から提供をいただ
きました。子どもたちは楽し
く食文化を学ぶことができ
ました。
作ったみそはあじさい食
堂でみそ汁を作る予定です。
皆さまの温かいご支援、あり
がとうございました。

５月 さざんか学習講座
１０・２４日（月）19:30～ 三味線に挑戦!!
１６日（日） 9:00～ 季節野菜おいしくクッキング!!
２０日（木） 9:30～ ミラクルレディ教室（朝コース）
２０日（木）10:00～ 笑顔いっぱい音楽脳トレ♪
２０日（木）13:30～ 大人のやさしい書道教室
２２日（土） 9:30～ こどもクッキング教室
２７日（木）13:30～ 季節のスイーツ教室
２８日（金）19:30～ ミラクルレディ教室（夜コース）

コミセンだより
お知らせ１
コミセンでフリーWi-Fi が使えるよう
になりました！
利用される場合は事務局にお声がけください。

５月のあじさい食堂
★ 開催日：５月１２日（水）
、５月２６日（水）
★ 参加費：１００円

お知らせ２
コミセンの空き状況の照会や予約が、パソコンやスマ
ホでできるようになります。６月１日予約受付開始を
目標に進んでいます。
※コミセンの予約は事前に利用者登録が必要
です。空き状況の照会は利用者登録がなくて
もできます。

※ 新型コロナの影響で中止になる場合があります。

【お礼】
地域の方の温かいご支援、いつも
ありがとうございます。

≪連絡先≫
こもれ日小田苅家：０９０-３２８８-６５８０

今年もきれいに咲きました
毎年桜の撮影をされている方より、写真をいただきました。
「今年の撮影は少し
遅かったか……。
」いえいえ、最高の写真です！
さて、この写真を撮影された場所、どこかわかりますか……
また桜の咲くころに探してみてください。
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