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今年は 廃食油回収、
しますっ！

コロナでもこんなことできたよ

昨年はコロナの影響で、コト
ナリエが実施できないという
ことで、廃食油回収ができま
せんでした。ですが、今年はコ
トナリエします！よって、廃食
油回収もします！
皆さまのご理解、
ご協力をよろしく
お願いします。

～コロナ禍での地域活動を考えよう～
４月２３日湖東地区まちづくり協議会の共
催による『まちのわ会議』が行われました。
辰巳はる枝さんより「北坂町福祉委員会」について、藤沢彰祐さんより
「子育てサークルつどいの広場やまびこ」について、田島宏さんより「五個
荘まちづくり協議会」について、中嶋達也さんより「コトナリエ実行委員
会」について、コロナ禍での活動の工夫や大切さについて話されました。
その後、４つのテーマに分かれ、意見交換が行われました。
参加された自治会長は、
「行事ができない今だから、自治会活動の見直し
を話し合う場ができる。これはチャンスとして活動していきたい」。サロン
活動をされている方からは、
「コロナ禍でのサロンやボランティア活動の持
ち方について、自治会に持ち帰り話し合いた
い」と話されました。参加者の皆さんの熱い
思いで、来年は「こんなこともできたよ」と
たくさんの報告を聞きたいものです。

※回収された廃食油は精製され、
コトナリエイルミネーション
の燃料として使われます。

回収日：６月６日（日）
※ 各自治会で決められた
時間と場所
◎８時 00 分～10 時 00 分
の間、湖東体育館下駐車場
でも回収しています。

（FUKUDA）

６月のいこいこ広場 通信
毎週木曜日の午前１０時から
午後４時の間、第ニ日曜日に開
催しているみんなの居場所で
す。お困りごと相談もさせてい
ただいています。
気軽にお立ち寄りください。

★６月３日（木）
10:30～11:30
【板倉さんのイライラしない
子育て講座】

★６月１０日（木）
★６月１３日（日）
10:30～11:30
14:00～17:00
【
『あめんぼ』さんの 【JAZZ レコード
おはなしと折り紙】
コンサート】

★６月２４日（木）
★６月１７日（木）
10:30～11:30
10:30～11:30
【湖東の文化財
【フラダンスサークルさんの
について】
フラダンス】

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。

湖東支所の にゅ～フェイス！
かつらだ
さわむら

ゆ う き

桂田 由貴

ひろし

澤村 博 （総合相談・自治会）
再雇用で１０年ぶりに湖東支
所へ帰ってきました。湖東地区
のために頑張ります。
よろしくお願いします。

（戸籍住民・介護保険）
明るく丁寧な対応を心がけます。
よろしくお願いします。
みやかわ

なごみ

宮川 和 （窓口全般）
一生懸命がんばります！
よろしくお願いします。

湖東コミセンの館長紹介！
な か た

え つ こ

中田 悦子
（マイナンバーカード 他）
笑顔と真心で対応します。
お気軽にお声かけくださいね。

よしおか

あ き こ

吉岡 顕子
４月から館長を務めさせていただきます。
皆さんが安心してご利用いただける施設を
心がけます。
よろしくお願いします。

「 わ音 」
「 温森(ぬくもり) 」の
もりの

ゆ

か

り

森野 裕香里 さん
今までに、裕香里さんの澄んだ歌声に心癒された方も多い
のではないでしょうか。今回は、音楽ユニット「わ音」で活躍
されている森野裕香里さんを紹介します。
裕香里さんは、盲学校時代の恩師である井上さん、同級生のまきさんとの３人で、東近江市
を中心にさまざまなイベントや学校などで、素敵な音楽を聴かせてくださっています。
近年は、コロナ禍でイベントも自粛が多く、以前の ような活動もままなりませんが、
YouTube で演奏を配信し、違った形で表現の場を広げておられます。
また、４年前に女性専用の ハリ きゅう マッサージ のお店「温森(ぬく
もり)」を開業。歌声だけでなく施術でも癒しを提供されているんですね。
【裕香里さんからのメッセージ】
皆様に温かく育てていただき、今年で「温森(ぬくもり)」は５年目、
「わ音」は１０年目に突入しました。私の活動は、人と人との繋がり合い
で成り立っており、心から感謝しております。今後も、お一人お一人との
ご縁を大切にして頑張ります！
（NAOMI）

接種会場までのタクシーが
無料で利用できます！

小中野調整池 完成！
令和３年３月に
湖東スタジアムの
南側に小中野調整
池が完成しました。
共用開始は令和４
年の予定となって
います。
この調整池は近畿農政局の湖東平野農業水利
事業所が発注したもので、平成３０年に工事が始
まりました。貯水量は２８,０００ｍ3 で、学校に
ある２５ｍのプールの約５８杯分です。
愛知川ダムからの放流水を夜間にため、必要な
時に灌漑用水として放流するもので、愛知第二幹
線水路に味咲館から北側、約１７０ｍにある大坪
分水工（横溝町地内）でつながります。
近年の少雨化傾向による河川流量の減少や、農
形態の変化による水需要の増大により用水不足
が発生し、隔日送水などの節水対策が実施されて
いますが、小中野調整池はそれらを改善するため
に造られたものです。
㊟学校のプールは縦２５m、横１６ｍ、深さ１.２ｍ
として計算しました。
（MASUDA）

新型コロナウイルスワクチン接種会場までの移動手段
にお困りの場合、自宅から会場まで、無料の送迎タクシー
が利用できます。

☆タクシーを利用するには、
前日までに予約が必要です☆
★ 予約方法
ワクチン接種の予約ができたら

タクシー会社（滋賀第一交通）へ電話

０１２０‐３７７‐５３５
・接種予約日 ・接種会場
・住所 ・名前 ・電話番号
を伝えてください。

※ 車いすを使っておられる方は、
「車いすで乗車します」と伝えてください。
★ タクシーが利用できる期間は、５月１０日（月）
から９月３０日（木）までです。
【お問合せ】
東近江市新型コロナウイルスワクチン接種推進室
電話：0748-24-5688

食いしん防災隊がいく！

（第３５回）

Zoom 会議というのは、徳光和夫が仕切る朝の会議のことだと思っていた食いしん防災隊です。それは
「ズームイン朝」だっちゅーの！
ノリ突っ込みはさておき、先日ある自治会役員の方から相談を受けました。
「大きな災害が起こったとき、
近所にいる１人暮らしの高齢者がちゃんと避難できているか、確認する方法がわからない」
むむむ、確かにとても重要な問題ですね。ポイントは２つあります。まず
１つめは、大災害が発生したら、すぐに隣近所同士で無事を確認しあうこと。
これは心配しなくても、自然とできます。
“ポツンと一軒家”がある場合は、
事前に確認の手はずを整えておく方がいいでしょうね。
２つめのポイントは、次号でご紹介します！

あなたも健康推進員になりませんか？
『私たちの健康は私たちの手で』をスローガンに、
乳幼児から高齢者まで、地域のみなさんの健康づくり
活動を応援するボランティアです。
～まずは自分や家族の健康のために～
令和３年度健康推進員養成講座受講生募集！！
<受講料無料>
湖東地区では、現在２５人の健康推進員が活動しています
期間

令和３年７月から１２月までの７日間
（２０時間）

場所

東近江市保健子育て複合施設ハピネス
東近江市東中野町４番５号

内容

講義、軽い運動、地域活動

対象

満２０歳以上の市民で、令和４年度から
健康推進員として活動していただける人

定員

２０人

申込先
申込期限

東近江市役所健康推進課 健康企画係
（担当 八田(はった)）
☎ ０７４８-２４-５６４６
０５０-５８０１-５６４６
令和３年６月１８日（金）まで

お知らせ
６月 さざんか学習講座

敬老の気持ちを育み、思いやりや地域を大切に思う
心が育ち合うまちづくりを目的に、満８８歳を迎える
方々に米寿をお祝いする写真を撮影していただき、
『米寿記念写真展』を開催します。
対
象 昭和８年１月１日～１２月３１日生まれの方
写真展での展示に同意いただける方のみ対象
撮影料金 5,000 円
申込書に添えて、社協窓口でお申し込みくだ
さい。
撮影時期 ７月下旬～
撮 影 した 写 真は 写真 展終 了 後に ご 自宅 に
お届けします。
撮影場所 ご自宅、写真館スタジオ(指定)、市内の通所･
入所施設、病院など
写 真 展 ９月中旬～（予定）
申込締切 ７月７日(水)
申込締切日以降は受付できません。
※ コロナウイルスの状況等により、撮影をキャンセルさせて
いただく場合があります。

申込み/お問い合わせ
東近江市社会福祉協議会 湖東事務所
住所 東近江市池庄町 495
電話 0749-45-2666 / ⅠP 050-5802-2974

こもれ日 小田苅家

あじさい食堂

★ 開催日：6 月 9 日（水）
、6 月 23 日（水）
★ 参加費：１００円
※ 新型コロナの影響で中止になる場合があります。

【お礼】
７・２１日（月）19:30～

三味線に挑戦!!

１７日（木）13:30～

大人のやさしい書道教室

２５日（金）13:30～

季節の花を楽しむ教室

地域の方からあたたかいご支援をいただいています。
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

新緑の季節♪
綺麗な新緑と抜けるような青空！今回も素敵な写真をいただきました。
撮影された場所は二か所。言わずと知れた湖東の人気撮影スポットです。
どこかわかりますか？
皆さんのお気に入り写真も紹介させてください。連絡は、湖東まち協まで。
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