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コトナリエ２０２１開催！

まち協だより
９月のいこいこ広場 通信
いこいこ広場の行事は下記のとおりです。
なお、火曜日の午前１０時から午後４時の間はフリースペースとして、湖東コミュニティ
センター別館(旧プラチナハウス)のホールを開放します。自由にご利用ください。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。
★９月５日（日）
14:00～16:00

★９月７日（火）
10:30～11:30

★９月７日（火）
13:30～15:00

【クラシック
ＣＤ
コンサート】

【イライラしない
子育て講座】
協力：板倉さん

【お話を声を出して
読んでみよう】
協力：おはなし研究会さん

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。

★９月２１日（火）
10:30～11:30
【音楽を楽しもう】
協力：文化協会
湖東モナリザさん

★９月１４日（火）
10:30～11:30
【まちリハ】
『自分の身体を測ってみよう』

★９月２２日（水）
10:00～11:30
【ぬり絵＆折り紙を
一緒にしませんか？】
協力：まちカフェ

協力：理学療法士さん
※ 動きやすい服装でお越しください

★９月２８日（火）
10:30～11:30
【やってみよう！健康体操】
持ち物：飲み物
※ 動きやすい服装でお越しください

★ 会場は湖東コミュニティセンター別館(旧プラチナハウス)です。

新たな防災への取り組みがスタート

季節の味お届け

湖東地区防災ネットワーク略して『こと防』の令和３年
度全体会議が、７月 20 日にコミセンで開かれ、各自治会
の防災推進員が集まった。災害への備えを強化することを
目的に設立された『こと防』は、今年で４年目を迎える。
この日はまず、日赤防災教育主任指導者の中村準一氏
から『誰ひとり取り残さない防災の実現を目指して』と題
した研修を受けた。阪神淡路や東日本の大震災、さらには
近年多発する豪雨災害において、高齢者や障害者などに
被害が集中していることから、
『災害時要援護者』への避難
支援が必要となった。東近江市にも地震や風水害などの
リスクがあり、災害時の迅速な避難が求められる。自主
防災組織（自治会）と福祉関連団体が緊密に連携すること
で、
『誰ひとり取り残さない防災』＝『その地域に住むどん
な人でも必ず助けてもらえる』仕組みを作っていく。顔が
見える隣近所などの支え合い・助け合いを通じて、すべて
の人が取り残されない地域・社会の実現を目指そうという
内容だった。
講演に続いて、避難所ごとの５つのブロックに分かれ
て、今後の活動計画が話し合われた。昨年はコロナでほと
んど活動できなかったが、今年度は新たなスタートを切ろ
うと、活発な意見が交わされた。先進自治会の視察研修
や避難経路の確認など、地域の実情に応じた方針が立て
られた。
なお、全体の代表
には、４期連続で村
田道弘さん（北菩提
寺町）が選ばれた。

湖東地区社会
福祉協議会で
は、福祉事業の
ひとつとして、
一人暮らしの
高齢者や調理困
難な方等に年４回、季節の味を届ける
サービスをされています。
このほど７月２日に、ボランティア
グループたんぽぽさんの手作りちらし
寿司に、湖東中学校の生徒さんの絵
手紙が添えられたものを、民生委員さ
んが一軒一軒手渡しされました。
受け取られた方は、
「いつも、本当に
ありがとうございます。
」と、とびきり
の笑顔でした。
（Seiko）

（あきぴょん）

「ＮＩＮＪＡ ＷＯＲＫＳ
ニンジャワークステクノロジーズ㈱」の
し げ ふ み

すすむ

楠亀 茂史さん・雪井 将さん
今回は、
『ドローンを使った農薬散布』のノウハウを構築された
ニンジャワークステクノロジーズ㈱の楠亀茂史さんと雪井将さんをご紹介します。
茂史さんは、農作業の負担が今後の課題とされる中、いちはやくドローンを活用した
スマート農業ができるしくみづくりを考えられました。2018 年から『効率化、安全性、
コストダウン』を実現できるノウハウを提供するサービスを開始されました。現在は特約店
などの加盟店も全国４０拠点に広がり、大手テレビ局もグループに入り、今後もますます
拡大が予想されます。
中里で農業を営まれている雪井将さんは、フィールド事業部マネージャーとして活躍されて
います。農業の事ならなんでも教えて下さる心強い存在で、ドローンのパイロットとしての技
術も高く、特約店のメンバーの育成にも力を注いでおられます。７月、８月は近隣の営農組合
さんより水稲の農薬散布の依頼があり、湖東地域の特約店の２店とともに散布を実施しま
した。営農組合の方にも、ニンジャワークスの農薬散布は出役も不要で、安全性も効率性も
よく、価格も安いと大変好評でした。
【 楠亀さんからのメッセージ 】
ドローンを使った農薬散布の他、有機農業への挑戦もしています。
今年は有機農業の圃場にコウノトリがきてくれました。またドローン
での直まきによる田植えも実証実験中です。今後も湖東地域のスマー
ト農業の提案と、若い人材もたくさんメンバーにはいってくれたので、
担い手の育成にも力をいれていきます。
〒527-0136 滋賀県東近江市南菩提寺町５７２－２
℡：0749-45-0075 Mail：info@ninjaworks.pro
（Kaorin）

湖東 ウェルネス フットパス
～池庄・大沢コース～
梅雨が明けた 7 月 17 日
に開催された“湖東 ウェル
ネス フットパス”の第１
回を取材した。フットパス
は、イギリスが発祥で、イギ
リス市民の方々が貴族から
得た『歩く権利』とも言われている。日本のフットパ
スは『地域の良さを再発見』というところにフォーカ
スし、地元の方と歩く方とが一緒に調和して楽しむ
『調和型』
。そこで今回の参加者は、池庄町の豊國神
社前からいにしえの道を越え、柳子溜跡にある浅井
牧場からひばり公園へ抜け、午後は大沢町をぐるり
と回るコースを地元の方の説明を聞きながら、ゆっ
くり歩かれた。参加者からは、
「いつも近くを歩いて
いるが、このフットパスに参加し、ガイドの方からい
ろいろなお話しが聞けて良かった。」「地元の方でも
案外知らないようなことを教えてもらえたので、次
は湖東の方がもっと参加されると良いですね。
」等の
感想をお聞きした。
次回は、秋頃に開催予定とのこ
とで、詳しくは“湖東 ウェルネス
フット パス”のホームページで。
湖東地区の皆さま、ぜひご参加く
ださい。
(板倉)

～湖東中だより～
夏季総体結果
★第７４回滋賀県中学校夏季総合体育大会★
☆柔道 中野 裕太さん 男子 個人 ３位
☆柔道 松居 柚季さん 女子 個人 ３位

★令和３年度滋賀県中学校相撲大会★
☆相川蓮さん １位 全国大会出場権獲得

★滋賀県吹奏楽コンクール 地区大会★
☆吹奏楽部

銀賞

★中部日本吹奏楽コンクール県大会★
☆吹奏楽部

銅賞

出場された皆様、お疲れ様でした。

～コミセンよりご案内～
参加費
500 円

９月１７日(金)
午前９:30～
美味しい
デコ巻き寿司

(別途材料代
必要)

１０月８日(金)
午前９:30～
チョークアート

お問合せ・お申込み
湖東コミュニティセンター
TEL 0749-45-0950
IP
050-5801-0950

食いしん防災隊がいく！

（第 38 回）

顔のシワは増えていくのに、脳のシワは減っていく食いしん防災隊です。ええと、さっき
食べた昼ごはんは何だっけ？
さて、新しくなった東近江市の防災マップが、皆さんのお宅に届いたと思います。もう目を通されました
か？ 大切な情報が満載なんですが、
「どこをどう見ればいいのかわからない……」という方もおられるので
はないでしょうか。
まずは、湖東地区の水害地図のページを開いてみてください。自宅のところを見て「おっ、
うちは安全」と安心するだけではいけません。職場や家族のよく行く場所、避難所までの経
路も確認しましょう。
「浸水 50cm 以下だからたいしたことない」と油断は禁物。大人でも
水深 50cm の中を歩いて進むことはできないし、車も走れません。誤って水路などに落ち
たら命の危険も……。 大雨の時は外に出ないのが基本ですが、自宅やよく行く場所の危険
度は、経路も含めて必ずチェックしてくださいね。
ところで、昼ごはんはまだかな？

東 近 江 市 健 （検 ）診 のご案 内
受付時間 午前９時～午前１１時
日時
９月

コロナ禍でも『健（検）診は重要』です!!
会場

※健康

診査

結核
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〇：歯科衛生士による歯科相談を実施します。
※健康診査は、一般健診、特定健診及び高齢者健診があります。□の日は特定健診のみ実施します。
・他にも健（検）診を行っている日があります。健（検）診の日程は、健康ガイドブック４・５ページをご覧ください。
・指定医療機関でも、健（検）診を受けていただくことができます。健康ガイドブック８・９ページをご覧ください。

お申込先：東近江保健センター
０７４８－２３－５０５０
湖東支所 保健師の窓口 ０７４９－４５－０５７５
受付時間 平日８：３０～１７：１５

お知らせ
９月 さざんか学習講座
２・１６日（木）13:30～ 大人のやさしい書道教室
１０日（金）19:30～ ミラクルレディー教室
１２日（日） 9:00～ 季節野菜おいしくクッキング

各種健(検)診日程はこちら

湖東中学校１年生 親子フォーラムで
コトナリエの飾り付け
参加された親御さんは、「中学生になるとふだん会話が
少ないので良い機会で楽しかった。」、「会話はなくても手
作業を一緒にしているので楽しかった。」、「ふだんのクラ
スの様子が見えて良かった。」と感想を。親子で貴重な時
間が過ごせたようです。

１３・２７日（月）19:30～ 三味線に挑戦!!
１６日（木）10:00～ 笑顔いっぱい音楽脳トレ♪
１７日（金） ９:00～ チャレンジコース デコ巻き寿司
２４日（金）13:30～ 季節の花を楽しむ教室
３０日（木）13:30～ 季節のスイーツ教室

こもれ日 小田苅家

あじさい食堂

★ 開催日：９月 ８日（水）・２２日（水）
★ 参加費：１００円
＜編集・発行＞

湖東地区まちづくり協議会 東近江市池庄町 495

≪連絡先≫
こもれ日小田苅家：０９０-３２８８-６５８０
※ 新型コロナの影響で中止になる場合があります。
湖東コミュニティセンター内

IP : 050-5801-0950
NTT : 0749-45-0950
FAX : 0749-45-2049
ホームページ http://www.sukisuki-koto.jp/
E ﾒｰﾙ suki-koto@e-omi.ne.jp

