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令和 2 年度 五個荘地区住民福祉会議 活動報告 

 

1 第 2層協議体の設置及び運営 

 

1.「五個荘地区住民福祉会議」の開催  

(1)全体会議の開催              ※委員名簿は別表 1のとおり 

1）第 1回 

  [開催日] 令和 2年 6月 23日（火）19：30～21：00 

  [会 場] 地域密着型特別養護老人ホームきいと・地域交流スペース 

  [内 容] ①「五個荘地区住民福祉会議」発足経過について 

       ②会則及びメンバー並びに委員について 

        ③事業計画及び予算について 

        ④ホームページについて 

        ⑤今後の活動の進め方について 

   [出席者] 23 名（委員総数 27名） 

   2）第 2回（合同チーム会議） 

  [開催日] 令和 2年 9月 3日（木）19：30～21：00 

  [会 場] 地域密着型特別養護老人ホームきいと 

地域交流スペース 

   [内 容] ①「防災・減災と地域福祉のつどい」の    

開催について 

        ②チーム会議（自治会応援チーム/子ど 

も・子育て応援チーム） 

        ③全体会議 

       ④インフォメーション 

        ・各委員からの情報提供 

        ・五個荘地区住民福祉会議ホームペー 

ジについて 

   [出席者] 23 名（委員総数 27名） 

   3）書面報告 

   [実施日] 令和 2年 12月 28日（月） 

   [内 容] 令和 2年度（第 3四半期）五個荘地区住民福祉会議活動進捗状況報    

        告（事務局会議結果報告；12月 7日開催） 

   [方 法] 委員に郵送 

 

4）第 3回 

  [開催日] 令和 3年 3月 18日（木）19：30～21：00 

  [会 場] 五個荘コミュニティセンター 

  [内 容] ①令和 2年度の活動報告 

       ②グループ別会議(意見交換) 

深尾代表 

会議の様子 
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「新年度に五個荘地区住民福祉会議で 

取り組んでみたいこと」※4グループ 

        ③全体会 

   [出席者] 24 名(委員総数 27名)  

 

(2)運営コア会議の開催 

1）第 1回（東近江市生活支援体制整備事業第 2層協議体運営業務受託前） 

  [開催日] 令和 2年 4月 13日（月）17：00～18：45 

  [会 場] 特別養護老人ホーム清水苑 会議室 

  [内 容] ①第 2層の取り組みについて 

       ②第 2層協議体のネーミングについて 

③東近江市生活支援体制整備事業第 2層協議体運営に係る公募型プ

ロポーザルについて 

④事務局会議の開催について 

   [出席者] 6 名 

2）第 2回 

  [開催日] 令和 2年 6月 4日（木）14：00～15：30 

  [会 場] 特別養護老人ホーム清水苑 会議室 

  [内 容] ①東近江市生活支援体制整備事業第 2層協議体運営に係る公募型 

        プロポーザル審査結果について 

              ②会則について 

       ③全体会議の内容と進め方について 

       ④ホームページについて 

       ⑤事務局会議の開催について 

   [出席者] 7 名 

 3）第 3回 

  [開催日]  令和 3年 1月 21日（木）13：00～15：00 

  [会 場] 特別養護老人ホーム清水苑 会議室 

  [内 容] ①令和 2年度内の活動の進捗状況について 

②令和 2年度内の活動の到達目標と進め方について 

③令和 3年度の活動の方向性について 

   [出席者] 6 名 

    ※運営コア会議メンバーは別表２のとおり 

 

グループ別会議 全体会議 
グループ別会議 
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(3)事務局会議の開催 

1）第 1回（東近江市生活支援体制整備事業第 2層協議体運営業務受託前） 

  [開催日] 令和 2年 5月 13日（水）10：00～11：30 

  [会 場] 特別養護老人ホーム清水苑 会議室 

  [内 容] ①第 2層の取り組みについて 

       ②第 2層協議体の名称について 

③東近江市生活支援体制整備事業第 2層協議体運営に係る公募型プ

ロポーザルについて 

④今後の活動予定について 

   [出席者] 10 名 

2）第 2回 

  [開催日] 令和 2年 7月 10日（金）10：00～11：30 

  [会 場] 特別養護老人ホーム清水苑 会議室 

  [内 容] ①第 1回全体会議について 

              ②今後の事業実施計画について 

       ③ホームページについて 

   [出席者] 11 名 

    3）第 3回 

  [開催日] 令和 2年 12月 7日（月）10：00～11：30 

  [会 場] 特別養護老人ホーム清水苑 会議室 

  [内 容] ①令和 2年度の活動の進捗状況について 

              ②令和 2年度内の活動の展開について 

       ③次年度の取り組みの方向性について 

   [出席者] 12 名 

    ※事務局会議メンバーは別表３のとおり 

 

2．先進地研修の実施 

  [開催日] 令和 3年 3月 5日（金） 

13：30～15：00 

  [会 場] 中野コミュニティセンター及び 

中野ヴィレッジ 

  [内 容] 中野地区の第二層協議体「なかのよ 

いまち推進会議」の運営と活動から 

学ぶ。 

   [参加者] 中野地区…6名  

五個荘地区…11名 

（市社協委員 2名除く） 

         ※市役所から 2名がオブザーバー参加 

   ※今回はコロナ禍のため、運営コア会議メンバー、各

リーダー、サブリーダー等参加人数を制限して実施 

中野地区コミュニティセンター 

中野ヴィレッジ 
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3．地域支えあい推進員の設置 

   ・奥村 昭（社会福祉法人六心会 地域支援担当） 

・辻  薫（社会福祉法人六心会 地域支援担当） 

 

２ 地域の活動や資源の見える化 

 

1.自治会応援チームの活動 ※チーム員名簿は別表４のとおり。 

(1)自治会の「財」（たから）のヒアリング調査の実施 

・五個荘地区内 26自治会を訪問しヒアリング調査   

を実施した。（別表５参照） 

・ヒアリング調査の結果を五個荘地区住民福祉会

議のホームページのブログ記事に掲載した。 

   

(2)「人は財（たから）まちの財（たから）」（五個荘地区 26自治会の活動レポート」 

の作成  

・五個荘地区内 26 自治会を訪問してヒアリング（取材）した各自治会の「財」

（たから）の活動をレポートとして編集・印刷した。 

【作成部数】4,000部 

※次年度に全世帯に配布するとともに、ホームページへに掲載し、ダウンロードできる

ようにする。 

 

(3)チーム会議の開催 

 【第 1回リーダー・サブリーダー会議】※子ども・子育て応援チームと合同開催 

[開催日] 令和 2年 7月 23日（木）13：30～15：15 

  [会 場] 特別養護老人ホーム清水苑・会議室 

   [内 容] ①今後の事業実施計画（事業の方向性）について 

        ②第 2回会議の開催について 

   [出席者] 8 名 

 【第 2回リーダー・サブリーダー会議】 

[開催日] 令和 2年 8月 24日（木）19：00～20：50 

  [会 場] 特別養護老人ホーム清水苑・会議室 

   [内 容] ①「財」（たから）のピックアップについて 

        ②自治会訪問チーム編成について 

        ③昨年度未訪問自治会への対応について 

   [出席者] 5 名 

 【チーム会議】(再掲) 

  [開催日] 令和 2年 9月 3日（木）19：30～21：00 

  [会 場] 地域密着型特別養護老人ホームきいと・地域交流スペース 

  [出席者] 12 名（チーム員・全 16 名 ※2チーム所属委員含む） 

取材の様子(塚本町) 
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2.子ども・子育て応援チーム ※チーム員名簿は別表４のとおり 

(1)チーム会議の開催 

 【第 1回リーダー・サブリーダー会議】※子ども・子育て応援チームと合同開催 

[開催日] 令和 2年 7月 23日（木）13：30～15：15 

  [会 場] 特別養護老人ホーム清水苑・会議室 

   [内 容] ①今後の事業実施計画（事業の方向性）について 

        ②第 2回会議の開催について 

   [出席者] 8 名 

 【第 2回リーダー・サブリーダー会議】 

[開催日] 令和 2年 7月 30日（木）16：00～17：00 

  [会 場] 特別養護老人ホーム清水苑・旧食堂 

   [内 容] 活動計画について 

   [出席者] 5 名 

 【チーム会議】(再掲) 

  [開催日] 令和 2年 9月 3日（木）19：30～21：00 

  [会 場] 地域密着型特別養護老人ホームきいと・地域交流スペース 

  [出席者] 12 名（チーム員・全 17 名 ※2チーム所属委員含む） 

 

(2)公私の応援事業活動の調査の実施 

①サラナ親子教室の見学  

【よちよちクラス】（1歳児） 

[見学日] 令和２年 11月 10日（火） 

 9：30～12：00 

[内 容] 運動会ごっこ 

[参加者] 3 名 

【わんぱくクラス】（2・3歳児） 

[見学日] 令和２年 11月 16日（月） 

 9：30～12：00 

[内 容] サラナ運動会・収穫祭 

[参加者] 3 名 

②五個荘子どもの家（学童保育所）の見学 

[見学日] 令和２年 10月 2日（金） 

15：30～17：00 

[参加者] 4 名 

  

サラナ親子教室の様子 

サラナ親子教室の様子 

五個荘子どもの家 
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(3)コロナ禍での学校における対策についての調査    

  ・チームリーダーが情報収集のうえ、第 3回全体会  

議にて五個荘小学校の状況を報告 

 

 

 

3.ＷＥＢによる発信の仕組みの構築 

・五個荘地区住民福祉会議のホームページの開設（図 1参照） 

・掲載記事は別表６のとおり。 

（記事数）①固定ページ…9本 ②ブログ（自治会）…26本 

     ③ブログ（インタビュー）…5本 ④ブログ（レポート）…22本 

     ⑤ブログ（情報提供・情報共有）…16本 

 

３ 地区社会福祉協議会、まちづくり協議会等との事業の共催 

 

1. 「防災・減災と地域福祉のつどい」(共催) 

[開催日] 令和 2年 9月 5日（土）16：00～17：00 

  [会 場] 五個荘コミュニティセンター・大ホール 

   [内 容] ①講演「地域で備える防災と地域福祉」 

講師：井岡 仁志氏（LOCALISM LAB.（ローカリズム・ラボ）代表 

②事例発表：五個荘河曲町自主防災会 

 五個荘河曲町自治会長 田中 克己氏 

③ワークショップ「自治会での防災訓練と地域福祉活動の                 

現状と課題」 

   [参加者] 98 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五個荘子どもの家 

井岡仁志さん 
田中克己自治会長 小杉勇会長 

78 本 
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図 1 五個荘地区住民福祉会議ホームページ（トップページ）      
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別表１ 五個荘地区住民福祉会議 委員名簿（令和２年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会応援 子ども・子育て応援

1 市田　衛 五個荘地区社会福祉協議会　総務部会長 ○

2 猪田　耕平 地域住民（保健師）
東近江市保健子育て複
合施設ハピネス

○

3 大橋　保治 五個荘地区まちづくり協議会　安心・安全部会長 ○

4 奥村　昭 社会福祉法人　六心会　地域支援担当 地域支え合い推進員 ○ ○

5 川嶋　重剛 五個荘地区社会福祉協議会　事務局長 リーダー

6 河村　栄一
五個荘地区社会福祉協議会　広報部長
五個荘地区まちづくり協議会　運営委員

○

7 北川　友一 健康倶楽部ごかしょう会長 ○

8 木村　光男
五個荘地区社会福祉協議会　理事
五個荘地区まちづくり協議会　運営委員

サブリーダー

9 小杉　勇 五個荘地区まちづくり協議会　会長 ○ ○

10 佐々木　律子 ボランティア ○

11 篠原　玲子 五個荘地区まちづくり協議会　運営委員 ○

12 関　菊世 サラナ親子教室　代表 サブリーダー

13 辻　薫 社会福祉法人　六心会　地域支援担当 地域支え合い推進員 ○ ○

14 堤　洋三 社会福祉法人　六心会　理事長 ○

15 外村　俊夫 てんびん倶楽部（ケアプランセンター福来朗） ○

16 中西　知史 東近江市社会福祉協議会　地域福祉課　係長 ○ ○

17 成田　美樹 東近江市社会福祉協議会　地域福祉課　主事 ○ ○

18 西　義一 五個荘地区民生委員児童委員協議会会長 ○

19 西村　貞之 五個荘地区社会福祉協議会　事業部長 ○

20 野々目　良一 ～くらしのお手伝い～ほっとハート五個荘代表 リーダー

21 林　留奈 地域住民（保健師）
東近江市保健子育て複
合施設ハピネス

○

22 深尾　浄信 五個荘地区社会福祉協議会　会長 ○ ○

23 細居　悦子 五個荘地区まちづくり協議会　運営委員 ○

24 溝江　麻衣子 地域住民（市まちづくり協働課）
東近江市まちづくり協
働課

○

25 安居　詩帆 地域住民（まちづくり協議会　広報担当） ○

26 吉川　鐘子 てんびん倶楽部（養護老人ホームきぬがさ　所長） ○

27 吉居　崇司 五個荘地区まちづくり協議会　副会長 ○

16 17

氏名 所属 備考
チーム

代表 
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別表２ 五個荘地区住民福祉会議 運営コア会議メンバー（令和２年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表３ 五個荘地区住民福祉会議 事務局会議メンバー（令和２年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名 所属 備考

1 深尾　浄信 五個荘地区社会福祉協議会　会長 代表

2 小杉　勇 五個荘地区まちづくり協議会　会長

3 成田　美樹 社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会　地域福祉課　主事 五個荘地区担当

4 中西　知史 社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会　地域福祉課　係長

5 辻　薫 社会福祉法人　六心会　地域支援担当 地域支え合い推進員

6 奥村　昭 社会福祉法人　六心会　地域支援担当 地域支え合い推進員

7 堤　洋三 社会福祉法人　六心会　理事長

氏名 所属 備考

1 深尾　浄信 五個荘地区社会福祉協議会　会長 代表

2 川嶋　重剛 五個荘地区社会福祉協議会　事務局長

3 市田　衞 五個荘地区社会福祉協議会　総務部会長

4 小杉　勇 五個荘地区まちづくり協議会　会長

5 田島　宏 五個荘地区まちづくり協議会　事務局長

6 西野　裕紀子 五個荘地区まちづくり協議会　事務局

7 冨田　由美子 五個荘コミュニティセンター　館長

8 成田　美樹 社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会　地域福祉課　主事 五個荘地区担当

9 中西　知史 社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会　地域福祉課　係長

10 辻　薫 社会福祉法人　六心会　地域支援担当 地域支え合い推進員

11 奥村　昭 社会福祉法人　六心会　地域支援担当 地域支え合い推進員

12 堤　洋三 社会福祉法人　六心会　理事長
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※→2 チーム所属 

別表４ 五個荘地区住民福祉会議 チーム員名簿（令和２年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【自治会応援チーム】

役割 氏名 所属 備考

1 リーダー 川嶋　重剛 五個荘地区社会福祉協議会　事務局長

2 サブリーダー 木村　光男
五個荘地区社会福祉協議会　理事
五個荘地区まちづくり協議会　運営委員

3 市田　衛 五個荘地区社会福祉協議会　総務部会長

4 西村　貞之 五個荘地区社会福祉協議会　事業部長

5 河村　栄一
五個荘地区社会福祉協議会　広報部長
五個荘地区まちづくり協議会　運営委員

6 西　義一 五個荘地区民生委員児童委員協議会会長

7 猪田　耕平 地域住民（保健師）
東近江市保健子育て複合施設
ハピネス

8 大橋　保治 五個荘地区まちづくり協議会　安心・安全部会長

9 北川　友一 健康倶楽部ごかしょう会長

10 溝江　麻衣子 地域住民（市まちづくり協働課） 東近江市まちづくり協働課

11 ※ 深尾　浄信 五個荘地区社会福祉協議会　会長 代表

12 ※ 小杉　勇 五個荘地区まちづくり協議会　会長

13 ※ 辻　薫 社会福祉法人　六心会　地域支援担当 地域支え合い推進員

14 ※ 中西　知史 東近江市社会福祉協議会　地域福祉課　係長

15 ※ 成田　美樹 東近江市社会福祉協議会　地域福祉課　主事

16 ※ 奥村　昭 社会福祉法人　六心会　地域支援担当 地域支え合い推進員

【子ども・子育て応援チーム】

氏名 所属等 備考

1 リーダー 野々目　良一 ～くらしのお手伝い～ほっとハート五個荘代表

2 サブリーダー 関　菊世 サラナ親子教室　代表

3 佐々木　律子 ボランティア

4 篠原　玲子 五個荘地区まちづくり協議会　運営委員

5 堤　洋三 社会福祉法人　六心会　理事長

6 外村　俊夫 てんびん倶楽部（ケアプランセンター福来朗）

7 林　留奈 地域住民（保健師）
東近江市保健子育て複合施設
ハピネス

8 細居　悦子 五個荘地区まちづくり協議会　運営委員

9 安居　詩帆 地域住民（まちづくり協議会　広報担当）

10 吉川　鐘子 てんびん倶楽部（養護老人ホームきぬがさ　所長）

11 吉居　崇司 五個荘地区まちづくり協議会　副会長

12 ※ 深尾　浄信 五個荘地区社会福祉協議会　会長 代表

13 ※ 小杉　勇 五個荘地区まちづくり協議会　会長

14 ※ 中西　知史 東近江市社会福祉協議会　地域福祉課　係長

15 ※ 成田　美樹 東近江市社会福祉協議会　地域福祉課　主事

16 ※ 辻　薫 社会福祉法人　六心会　地域支援担当 地域支え合い推進員

17 ※ 奥村　昭 社会福祉法人　六心会　地域支援担当 地域支え合い推進員
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別表５ 五個荘地区住民福祉会議自治会応援チーム 訪問取材実施結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区 自治会名 時間 会場 取材内容
ブログ
掲載日

1 山本町 10月13日 火 19:30 自治会館 福祉委員会、広報 川嶋 成田 辻 奥村 11月9日

2 山本町貴船 10月10日 土 13:00 自治会館 夕涼み会 川嶋 奥村 11月1日

3 新堂町 11月24日 火 19:30 新堂ふるさと館 ふるさとを守る会 川嶋 奥村 1月8日

4 木流町 10月6日 火 10:00 会議所 区民運動会・サマーフェスタ 川嶋 大橋 奥村 10月21日

5 平阪町 11月16日 月 13:30 公会堂 元旦のつどい・やいごめもらい 川嶋 奥村 12月18日

6 伊野部町 10月22日 木 18:00 公会堂 運動会 木村 北川 奥村 11月24日

7 奥町 9月30日 水 13:30 老人憩の家 「奥村堤」の会 北川 奥村 10月12日

8 三俣町 11月10日 火 19:00 集会所 区民運動会 小杉 河村 北川 奥村 12月14日

9 北町屋町 10月27日 火 19:00 会議所 四季に咲く花の会 川嶋 奥村 11月27日

10 石塚町 10月18日 日 10:00 自治会館 春祭り 川嶋 奥村 11月17日

11 清水鼻町 10月28日 水 19:30 自治会館 区民運動会 深尾 奥村 11月27日

12 金堂町 11月6日 金 10:00 自治会館 金堂寿会・夜回り隊 小杉 大橋 溝江 奥村 12月4日

13 石川町 10月26日 月 19:30 公会堂 二百十日祈願祭 木村 溝江 奥村 12月2日

14 塚本町 10月23日 金 9:30 会議所 行者講・トンボの会・サロン 川嶋 成田 奥村 11月20日

15 川並町 10月12日 月 11:00 自治会館 夏祭り 川嶋 大橋 西村 奥村 10月30日

16 石馬寺町 10月9日 金 14:00 自治会館
自治会館の開放（編み物・ヨガ教
室・茶話会）

川嶋 西村 奥村 10月30日

17 七里町 11月10日 火 17:00 自治会長宅
サマーフェスタ（かまどベンチでの
炊き出し）、百姓クラブ

川嶋 奥村 12月21日

18 日吉町 11月9日 月 14:00 集会所
子ども安全パトロール・スクール
ガード等

川嶋 小杉 西村 奥村 12月11日

19 宮荘町 10月16日 金 9:30 公会堂 宮荘フェスタ 小杉 西 奥村 11月10日

20 五位田町 12月5日 土 19:00 公会堂 地蔵盆 西 木村 奥村 1月15日

21 竜田町 9月17日 木 15:00 コメダ珈琲店 竜田を語る会 市田 奥村 10月5日

22 小幡町 10月21日 水 13:30 公会堂 みんなのカフェ 小杉 奥村 11月19日

23 中町 2月13日 土 9:00 公会堂 サロン、フェスティバル 小杉 川嶋 奥村 2月26日

24 簗瀬町 11月17日 火 13:00 報徳館 サロン 川嶋 奥村 12月24日

9月19日 土 13:00 公会堂 自治会カルテの聞き取り 小杉 川嶋 成田

1月27日 水 13:30 自治会長宅 おしょうらいさん、焼祭等 川嶋 奥村

26 河曲町 10月25日 日 19:30 公民館 花いっぱい運動 川嶋 奥村 11月24日

東
地

区

南
地

区

北
地

区

実施日 訪問委員

25 和田町 2月9日
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別表６ ホームページの進捗状況 http://gokashofukushi.com/ 

固定ページ 記事 内容 公開日
1 会議について 代表挨拶、委員名簿 5月18日
2 五個荘地区社会福祉協議会 会長挨拶 5月24日
3 五個荘地区まちづくり協議会 会長挨拶 HPリンク 5月18日

4 じちかいふくし 地区名一覧
今年度の「自治会応援チーム」の活動（事例集）を掲載
予定

5月18日

5 こどもこそだて 作成中
今年度の「子ども・子育て応援チーム」の活動を掲載予
定

5月18日

2月3日
3月31日

7 ちいきのたから
作成中（ボランティア・有志グループなど/公的機関・団
体など）

今後の団体への取材や「自治会応援チーム」の活動（事
例集）を掲載予定

5月19日

五個荘の災害史（台風と水害）
五個荘で発生した災害（昭和34年伊勢湾台風～）の状況
を掲載

8月7日

災害に備えた地域活動や集まり 五個荘地区まちづくり協議会が取り組む「防災活動」
R2.9/5の「つどい」や作成マニュアル
の紹介等を掲載

9月14日

9 事務局の紹介 5月18日
10 作成中（保護中）

ブログ 備考 公開日

1 五個荘山本町 11月9日

2 五個荘山本町貴船 11月1日

3 五個荘新堂町 1月8日

4 五個荘木流町 10月21日

5 五個荘平阪町 12月18日

6 五個荘伊野部町 11月25日

7 五個荘奥町 10月12日

8 五個荘三俣町 12月14日

9 五個荘北町屋町 11月27日

10 五個荘石塚町 11月17日

11 五個荘清水鼻町 11月27日

12 五個荘金堂町 12月4日

四季に咲く花を奏でる北町屋の里～五個荘北町屋町

鐘の音が奏でる国際交流～五個荘石塚町春季例祭

おにぎり結んで縁を結ぶ～ランコントル（rencontre）の町・五個荘清水鼻町

長寿社会のコミュニティづくりを担う～五個荘金堂町「金堂寿会」

「地域の輪」が水害から護る ～五個荘奥町「奥村堤」の会

●URL：http://gokashofukushi.com/

会議について

ぼうさい

新堂町の住民が「まるごと」交流する～五個荘新堂町「新堂ふるさとを守る会」～

新春を町内みんなで祝い、新緑に子どもの成長を喜ぶ～五個荘平阪町「元旦のつどい」と「やいごめもらい」

記事タイトル

見守り続けるチカラ、綴り続けるチカラ～五個荘山本町

みんなで夕涼み～五個荘山本町貴船自治会“夕涼み会”

世代を繋ぎ、絆を深める ～五個荘木流町「木流サマーフェスティバル」＆「木流町民運動会」

みんなの運動会～五個荘伊野部町「伊野部町民親善運動会」

※実施報告とお知らせは「レポート」にも掲載6

8

事務局
委員専用ページ

子ども食堂 子ども食堂のお知らせと実施報告

三俣町の絆をつなげる～五個荘三俣町「区民大運動会」～
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13 五個荘石川町 12月2日

14 五個荘塚本町 11月20日

15 五個荘川並町 10月30日

16 五個荘石馬寺町 10月30日

17 五個荘七里町 12月21日

18 五個荘日吉町 12月11日

19 宮荘町 11月10日

20 五個荘五位田町 1月15日

21 五個荘竜田町 10月5日

22 五個荘小幡町 11月19日

23 五個荘中町 2月26日

24 五個荘簗瀬町 12月24日

25 五個荘和田町 2月9日

26 五個荘河曲町 11月25日

ブログ 記事タイトル 内容 備考 公開日

1 常に住民のみなさんの近くに 五個荘地区民生委員児童委員協議会　会長　西義一さん 8月31日

2
ごかしょうで健康に！健康倶楽部ごかしょう会長　北川友
一さん

健康倶楽部ごかしょう会長　北川友一さん 7月27日

3 五個荘地区社協　深尾会長が語る「ごかしょうのふくし」 五個荘地区社会福祉協議会　会長　深尾浄信さん 7月10日

4
地域のタカラを探せ！…コミュニティ・ソーシャルワー
カーの視点

東近江市社会福祉協議会　地域福祉課　中西知史さん・
成田美樹さん

6月23日

5
小杉会長に聞く、「五個荘地区まちづくり協議会のこれか
ら」

五個荘地区まちづくり協議会　会長　小杉勇さん 6月11日

6
卒業・卒園・進学・進級おめでとう！～第23回コミュニ
ティ食堂てんびんの里みなみ（子ども食堂）開催～

3/26に再開した「第23回コミュニティ食堂てんびんの里
みなみ」の様子のレポート

3月31日

7 五個荘山本町ふれあいサロン開催
3/10に再開した五個荘山本町のふれあいサロンの様子の
レポート

3月19日

8
コロナ禍を頑張る子どもたちの現状と課題～今こそ　でき
る　地域支援～「令和2年度五個荘地区　福祉・人権のつ
どい」開催

2/6に開催された「令和2年度五個荘地区　福祉・人権の
つどい」のレポート

2月18日

9
子育て中の心を”ほっこり”に～正福寺サラナ親子教室
（五個荘伊野部町）

正福寺サラナ親子教室の様子のレポートと教室の紹介
11月10日・17日に子ども・子育て応援
チームで取材

1月18日

子どもの通学の安全を守る～五個荘日吉町「見守り隊」～

わがまち一番～五個荘簗瀬町「ふれあいサロン」・「いっぷくサロン」～

花いっぱいで地域が繋がる～五個荘河曲町「花いっぱい活動」

「大家族村」のみんなの安全を祈る～五個荘石川町「二百十日祈願祭」

講に地蔵盆にトンボに集う～五個荘塚本町自治会

子どもたちの健やかな成長を願い供養する～五個荘五位田町・北向き地蔵と地蔵盆～

時と世代を越えて夏に集う～五個荘川並町「納涼フェスティバル」

気軽に寄って、語り合って、元気になる場所 ～もうひとつのパワースポット・五個荘石馬寺町自治会館

宮荘町の秋を彩る～宮荘フェスタ

レポート

竜田を語る会～愚直に学び・語り・伝える

みんなが集う「もう一つの家」～小幡町みんなのカフェ

インタビュー

公会堂に集う～ふれあいサロン、敬老会と「中町フェスティバル」～

歴史を受け継ぎながら、新たな町の風景を描く～五個荘和田町～

七里のみんなでカレーを食べる～五個荘七里町スポーツフェスティバル・防災訓練～
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10 白球を追え！～健康倶楽部ごかしょう”卓球” 健康倶楽部ごかしょうの卓球の様子のレポート 取材日：12月11日(金） 1月11日

11
紅葉公園へミニ・ハイキング～「第22回コミュニティ食堂
てんびんの里みなみ」開催

11/21に開催した「第22回コミュニティ食堂てんびんの
里みなみ」の様子のレポート

11月27日

12
みんなで焼き芋食べよう！～第21回コミュニティ食堂てん
びんの里みなみ開催

10/24に開催した「第21回コミュニティ食堂てんびんの
里みなみ」の様子のレポート

10月24日

13
子ども食堂×結神社×16㎜フィルム映画会から「第20回コ

ミュニティ食堂てんびんの里みなみ」開催

9/18に開催した「第20回コミュニティ食堂てんびんの里
みなみ」の様子のレポート

9月28日

14 見守るカタチ～川並町支え合い会議再開
9/2に開催されたコロナ禍で休止していた「川並町支え
合い会議」の様子のレポート

9月18日

15 五個荘地区住民福祉会議・第2回全体会開催 9/3に開催した全体会議の様子のレポート 9月16日

16
地域で備える防災と地域福祉～「防災・減災と地域福祉の
つどい」開催

9/5に五個荘地区まちづくり協議会が開催した（共催：
五個荘地区住民福祉会議）集いのレポート

9月14日

17 満水リレー
「第19回コミュニティ食堂てんびんの里みなみ」の様子
について

8月25日

18 六心の訓（おしえ）
五個荘に「六心の訓」が生まれた背景や経過、込められ
た願いについて

8月19日

19
「コミュニティ食堂てんびんの里みなみ」の会場”結神
社”って

川並町の結神社の由来等について 8月11日

20
東近江市の子ども・子育て支援とは？（イベントレポー
ト：第32回てんびん倶楽部②）

第32回てんびん倶楽部（7/28開催）での東近江市社協子
ども未来部の報告レポート

8月2日

21
コロナ禍での地域活動とは？（イベントレポート：第32回
てんびん倶楽部①）

第32回てんびん倶楽部（7/28開催）での地区社協会長深
尾さん、まち協会長小杉さんの報告レポート

8月2日

22
今だからこその「３つの活動」…気づく、受け止める、つ
なぐ

地区社協主催の福祉委員研修会(7/27開催）のレポート 7月30日

23 再開した「きいとサロン＆カフェ」 再開した「きいとサロン＆カフェ」の様子のレポート 7月21日
24 紫陽花と短冊 再開した「川並町ミニサロン」（7/6）のレポート 7月11日

25 旗が上がった！…コミュニティ食堂てんびんの里みなみ
再開した「コミュニティ食堂てんびんの里みなみ」
（6/19）の様子のレポート

6月23日

26 地域の神社でコミュニティ食堂を！
「コミュニティ食堂てんびんの里みなみ」の結神社での
再開検討の様子

5月27日

27 住民福祉会議とは？ 五個荘地区住民福祉会議の説明 5月18日

レポート
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28 情報提供 ワンデイ・ワークショップ開催のお知らせ 六心会が実施するワンデイワークショップのお知らせ 3月15日

29
東近江市社協が「ボランティアつうしん」「つながり通
信」第4号を発行しました

五個荘小学校での福祉共育の様子を紹介 12月17日に市社協が実施 3月9日

30 地域を元気にする協議体セミナー」開催！
東近江市社協主催の「生活支援体制整備事業第2層協議
体研修会『地域を元気にする協議体セミナー』」のお知
らせ。

3月1日

31 こども食堂　3/26（金）10:30集合　於 結神社 子ども食堂開催（再開）のお知らせ 2月26日

32 地域共生シンポジウムの開催について
厚生労働省主催「地域共生シンポジウム」開催のお知ら
せ。

2月3日

33
【研修のご案内】2月19日（金）東近江市　防災・減災の
つどい

令和3年2月19日(金)に八日市文化芸術会館で開催される
つどいの案内（講師：井岡仁志さん）

12月28日

34
厚生労働省が「地域いきいき集まろう！通いの場」Webサ
イトオープン！

厚生労働省が「高齢者の方の元気を支える、Webサイト
上の街」として開設した「地域がいきいき集まろう！
通いの場」のWebサイトの紹介

12月8日

35
五個荘地区社会福祉協議会が「独居高齢者等見守りアン
ケートを実施」

五個荘地区社会福祉協議会が各自治会で実施した7月の
独居高齢者見守り訪問活動の際に聞き取り調査をした結
果の報告

9月11日

36
京都市が「コロナに負けずにがんばろう！『新しい地域活
動スタイル』普及促進事業」をスタート

京都市のパンフレットの情報共有（PDFファイル） 8月11日

37 五個荘地区社会福祉協議会事業報告・事業計画 R2年度事業計画及びH31事業報告の掲載 8月13日

38 「お知らせ」きいとサロン＆カフェの中止 7月27日

39 五個荘地区まちづくり協議会のホームページ 五個荘地区まちづくり協議会の紹介（HPリンク有） 7月16日

40
五個荘地区住民福祉会議は「未来（あす）を創るプロジェ
クト」を応援しています

「未来（あす）を創るプロジェクト」（まちづくりネッ
ト東近江）の紹介（HPリンク有）

5月22日

41 「集いの場」は”地域の宝物”
東近江市社会福祉協議会の「集いいね」の紹介（HPリン
ク有）

5月20日

42 東近江市各地区まちづくり協議会の取組
市内のまちづくり協議会を紹介した市のパンフの紹介
（HPリンク有）

5月29日

43 この春、生活支援コーディネーターは二人体制に！ コーディネーターの紹介 6月3日

44
溝江さんに聞いた「東近江市の地域担当職員制度」って
何？

6月5日

45 誰もが無理をしない地域の活動とは？ 5月31日

46
「コミュニティ食堂てんびんの里みなみ」について教えて
ください

5月25日

47 「自治会カルテ」って何ですか 5月24日
48 きいとカフェ＆サロン 5月20日

今後掲載

情報提供
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