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大会長 実行委員長
青山　弘男　さん 楠亀　輝雄　さん

総務部会長 ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ部会長
中村　剛司　さん 高野　清　さん

PR部会長 イベント部会長
小堀　久雄　さん 中嶋　輝　さん

警備部会長 バザー部会長
谷田　辰弥　さん 福田　純子　さん

飾付ボランティア大募集！！

飾付作業日 ；

時 間 ； AM　９：００～１２：００　　PM　１３：００～１６：００

場 所 ； 東近江市ひばり公園内（みすまの館前に受付があります）

持 物 ； 作業しやすい服装・帽子・手袋・タオル・雨具（天候による）

☆地域で頑張って活動されている団体の皆さんへ☆

　私たちと一緒にコトナリエを盛り上げてくれるバザー団体を新規募集しています。

TEL　４５－２５７１　　IP　０５０５－８０１－２５７１

～コトナリエ２０１４実行委員会からメッセージ～

コトナリエは地域の皆さんと一緒に作りあげるイベント！

この夏の思い出づくりにご家族、友人と一緒に飾付に参加しませんか？

　　　　　　出店条件など詳しくは、コトナリエ実行委員会事務局（東近江市商工会　湖東支部内） まで

　　８月に開催されるコトナリエも実は３月初旬から実行委員会メンバーが会議を重ね、どんなデザ
　インにするか？どんなステージをしよう？など、多くの来場者の方に来て見て楽しんでいただける
　ようにと頑張っています。たくさんの実行委員会メンバーが在籍していますが、今回は大会長、
　実行委員長、各部会長からコトナリエ２０１４に向けての意気込みを聞いてみました。

６/２１（土）・２２（日）・２８（土）・２９（日）　７/５（土）・６（日）・１２（土）・１３（日）

コトナリエも11年目の新たな 

スタートを切りました。 

若い力を伸ばし、地域を盛り上げる

イベントに昇華させるよう 

応援とご協力をお願いします。 

10年の節目を過ぎ、我々の使命は

コトナリエの輝きを未来の子ども

達に継承していくこと。 そしてコト

ナリエにより地域の絆がより一層

深まることを願っております。 

10年を経て11年目の今年は 

これからもずっと続いていく 

コトナリエを目指し総務部として 

実行委員会、ボランティアを 

盛り上げていきたいと思います。 

コトナリエに携わらせていただき、
早11年！ 継続させていただけたの
も、コトナリエを愛し応援してくだ
さった方々のおかげです。  
心より感謝いたします。 

自分が小さい頃楽しみにしていた夏祭

りへの想い、そして先輩方から引き継

いだこのｺﾄﾅﾘｴの光を未来の子どもた

ちに伝えていきたいと思っています。

どうぞ宜しくお願いします。 

昨年、多くの方々に支えていただ
いた10周年！ありがとうございま
した。これからは地域の皆さんに恩
返しができるイベントに…笑顔いっ
ぱいのイベントを企画します。 

来場される皆さんの安全が第一

です。 

私たちは、お客様の安心安全を  

確保し、サポートさせて頂きます。 

初めてのバザー担当です。 
皆さんと一緒に楽しいバザー会場
にしたいと考えています。 
ゴミの分類もしっかりと！ 
頑張ります！！！ 

急募!! 



このページの担当者：東近江市立湖東コミュニティセンター  【湖東コミュニティセンターだより】 

〒527-0113 東近江市池庄町４９５番地 ℡ 0749-45-0950 IP 801-0950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民大学学長

井村
いむら

　裕夫
ひろお６月　５日 （木）

開講式／19:00～
講　義／19:30～

人類はどこから来たのか、どこへ行くのか
―生命進化の歴史から、人の体と心について考える―

日　　　　　時 講　     　師 演　　　　　題

【公開講座】

第２講座
７月１５日 （火） 19:30 ～ 福井

ふくい

　烈
つよし トップを目指す重要性　　　　　男女共同参画と共催

～テニスの現場からの考察～

第１講座

第３講座 ７月２６日 （土） 13:30 ～ 池上
いけがみ

　彰
あきら

学び続ける力

第４講座 ９月１３日 （土） 13:30 ～ 川島
かわしま

　隆太
りゅうた

紺野
こんの

　美沙子
みさこ

次代を担う子どもを育てるために、家庭・地域で
私たちができること

第５講座 １０月２日 （木） 19:30 ～

   第10回 東近江市民大学 受講生募集     “一歩踏み出そう学びで育つ豊かな心”

今、私たちにできること
～自分を見つめて世界を見つめる～

加
か

倉井
くらい

　弘
ひろし

地産地消の本当の意味　　　　　　晴耕塾と共催

第６講座 10月29日 （水）
講　義／19:00～
閉講式／20:30～

 
                             

３日・17日（火）10:00～ フラダンス教室

９日・23日（月）19:30～ 三味線に挑戦

10日・24日（火）13:30～ 書道教室

10日・24日（火）19:00～ コーラスに挑戦

12日 （木）８:30～ プラチナ教室（野外学習）

13日 （金）13:30～ 家庭の菜園

13日 （金）19:30～ 四季の花に親しむ教室

14日 （土）13:30～ レザークラフト教室

28日 （土）10:00～ こどもクッキング教室

28日 （土）13:30～ ミラクルレディー教室

１日・15日（火）10:00～ フラダンス教室

８日 （火）13:30～ 書道教室
８日・22日（火）19:00～ コーラスに挑戦
11日 （金）19:30～ 四季の花に親しむ教室

12日 （土）９:00～ こどもクッキング教室
12日 （土）13:30～ レザークラフト教室

14日 （月）19:30～ 三味線に挑戦
14日 （月）19:30～ 押し花アート教室

      7月　さざんか学習講座

      6月　さざんか学習講座

 
♪湖東地区文化協会では、6月29日（日）湖東コミュニティセンターに於いて、「文化ステージ発表会」を開催いたします♪ 

  
 

        昨年度は、子ども達が休みの日にコミュニティセンターに集まって、 

ワイワイ、ガヤガヤとにぎやかに楽しめるような教室を考えました。 

夏休みには、「宿題応援教室」、冬休みには、「ワラ細工教室」「書きぞめ 

      教室＆もちつき大会」を開催しました。夏の暑い中や冬の寒い中でしたが、 

多くの子ども達でこのコミュニティセンターはにぎわいました。 

このように、今年も笑顔や笑い声でつつまれる湖東のコミュニティ 

センターでありたいと願っています。 

湖東コミュニティセンターの「指定管理」２年目を振り返って 

第20号 2014．5月 

　　湖東ダンススポーツ同好会（ダンス）
代表：太田義久

講師：高田　剛、佐々木エミ子

活動：毎週金曜日　午後8時～

素敵な音楽を聴きながら踊るダンスは、心身の
若返り効果抜群！　健康体操で体力向上！
　　～まず、体験してみませんか？～

　　道楽座　（チェア・エクササイズ）
代表：戸嶋　美津恵

活動：毎月　第２水曜日　午後2時～

椅子に腰かけて、体をほぐす簡単な運動を
みんなで仲良く楽しくやっております。
膝や足が悪い人でも気軽に参加してください！



＜編集・発行＞湖東地区まちづくり協議会 東近江市池庄町495番地 湖東コミュニティセンター別館 ☎ 0505-802-3393 FAX 0505-802-3393 

      ホームページ http://members.e-omi.ne.jp/suki-koto/  E ﾒｰﾙ  suki-koto@e-omi.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東近江市 湖東支所を紹介します！！ 

～ただ今 商い中～  居酒屋・お弁当屋 「風ぐるま」 -池庄町― 

大西 勝 さん 

平和堂湖東店から北に走ると、すぐに「配達します。手づくり弁当４７０円」という   
看板と「お弁当」という旗が目につきます。このお店は、大西 勝 さんが経営する    
「風ぐるま」です。 
２３年前に「喫茶店 FOX」としてこの店をオ－プン。その５年後に居酒屋「風ぐるま」

としてより幅広い営業に変えました。２年前からは弁当も始め、現在は手づくり弁当の  
お店として注目を浴びています。 
 弁当を始めた理由や抱負、そして経営の心得について尋ねると、 
「５０歳を超えたので、夜の仕事より昼の仕事に変えたかったから」とにこやかな返事。 
さらに「独居老人の方や買い物の困難な方など、お年寄りのお宅の見守りを兼ねて弁当

の宅配をしていきたい。湖東地区で自営業を始めて２０年以上になります。この地域は  
人口の多い都会という場所ではないので、一人ひとりのお客様を大切に常にありがとう 
ございますの気持ちで頑張っています。」と話す大西さんです。 
手づくり弁当は４７０円からで、予算に応じて子ども向き、女性向き、老人向きなど、  

色々なメニューで対応してもらえます。少数でも配達OKです。（増田） 

よりたくさんの方に、より便利にご利用いただけますよう、６月より湖東図書館の開館日が増えます。 
いままで    → 月・火 休館 
６月２日より  → 火のみ 休館   
※祝日・年末年始・第４金曜（館内整理日）は休館いたします。 

ぜひ東近江市立図書館へお越しください。皆さんのご来館をお待ちしております。 

 

～図書館だより～ 6月2日（月）より、湖東図書館は月曜日も開館します！ 

営業時間 午前１０時３０分～午後１時、 

午後５時～午後８時 
定休日     随時 
電話       0749-45-1620 

支所長：嶋林 正清 
代表電話45-0511 

IP 801-0511 
FAX 45-1570 

地域振興関係 

副支所長：嶋林 栄 

副 主 幹：山川 恒 

副 主 幹：田中 和則 

主  査：磯部 真 

総合相談：西久保 茂雄 

45-3701 
IP 801-3701 

福祉関係 

参 事：澤田 眞弓 

主 査：西堀 貴子 

主 査：山本 昌子 

主 任：村井 明生 

45-3715 
IP 801-3715 

戸籍･税・生活環境関係 

副主幹：藤澤 恵子 

副主幹：福田 きみ子 

副主幹：平居 貞樹 

副主幹：橋本 茂弘 

45-3703 
IP 801-3703 

通常メニュー 

http://members.e-omi.ne.jp/suki-koto/
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