
2022年 4月 1日号  ☆☆☆第 103号☆☆☆  西黒田ふるさと振興会議発行 

 

 

e-mail : nishikuro-machisen@nishikuroda.sakura.ne.jp  HP                            検索 西黒田ふるさと振興会議 検索 西黒田まちづくりセンター 

2 月 19 日（土）に新旧自治会長会が開

催されました。新年度の事業計画(案)や当

面の課題などについて話し合われました。

今年も新型コロナウイルス感染防止の観点

から、会場を変えての情報交換会は中止と

なりました。旧年度の自治会長さん、一年

間お疲れさまでした。新年度の自治会長さ

ん、今年一年お世話になります。よろしく

お願いします。 

1 月 15 日（土）から、毎月第 3 土曜

日に「暮らしの相談窓口」を開設してい

ます。民生児童委員さんと、長浜市社協

の地区担当さんで、暮らしの様々な相談

事をお聞きします。内容によっては、専

門機関へ橋渡しをさせて頂きます。 

予約不要、必要な場合は送迎もさせて頂

きます。お気軽にご利用ください。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 自治会長 体育推進員 女性協議員 シニア協議員 守る会 子ども会 

八 条 八上 弥一郎 山田 直樹 雨宮 博子 福永 光信 野辺 義弘 脇坂 信吉 

本 庄 柿木 富次 中川 大介 小川 亜希子 清水 良三 清水 英彦 中川 智司 

本庄新 横山 暢正 仲間 椋一 中村  要 大久保 芳樹 苗加 耕一 石井 暁子 

常喜東 田中 裕滋 田中 康仁 藤井 綾乃 小川 正義 藤井 辰也 田中 康仁 

常喜西 田中 信弘 北川 吉文 伊藤 照美 田中 正明 北村  敏 藤井 善行 

常喜新 今井  一 岡田  学 前田 小百合 那須 正行 宮本 保造 西堀 健二 

鳥羽上北 清水 精與茂 清水 純平 井上 恵子 北村 與作 時田 直樹 清水 信行 

鳥羽上南 中尾 喜彦 大橋 城治 中尾 幸代 中尾  登 中尾 幸男 大橋 梨恵 

名 越 田中 洋 宮崎 林平 宮崎 かおる 宮崎  清 宮崎 林平  

布 勢 武田 昌幸 橋本 信康 夏原 ふさ子 池野 由次 橋本 信康 澤居 大介 

小一条 池野 武良 岡﨑 弘行 尾﨑 美順 池野 日出男 尾﨑  豊 池野  徹 

連合自治会長 田中 信弘    

    副会長 今井 一 
   副会長 武田 昌幸 

2 月 27 日（日）サークル連絡協議会が開催され

ました。今年度も、新型コロナの影響で、思うよう

に活動が出来なかったり、何とか工夫をしながらも

活動を続けておられたり、大変な一年でした。この

日は、１年間の締めくくりとして、次年度の活動登

録と、サークル間の情報交換、また、長浜市消防署

から DVD をお借りして、「冬場の火事の防止」に

ついての研修を行いました。 

(敬称略) ～ 今年度就任された、各町の役員さんです。今年一年よろしくお願いします。～ 

異動のお知らせ 

地域活力プランナーの清水智夫さんが 3

月 31 日付で退任されました。６年にわた

り西黒田の活性化に向けご尽力いただき

ました。 

また、常喜警察官駐在所の影井佑紀さん

も、６年の長きにわたり西黒田地域の安全

を守っていただきました。お二人ともお世

話になり大変ありがとうございました。 

 お二人の後任として地域活力プランナ

ーには、名越町の山根敏彦さん。駐在所に

は、関戸雅憲巡査部長が、着任されました。

よろしくお願いします。 
連絡先 : 西黒田まちづくりセンター ☎ 62-0381 

 

ご寄付いただきました 

西黒田まちづくりセンターのホ

ールの壁掛け時計を、神田西黒田

民児協の皆さんからご寄付いただ

きました。ありがとうございまし

た。 

前の時計は、まちづくりセンタ

ー竣工時に、同じく民児協さんか

ら頂いたものですが、約 10年間ホ

ールで時を刻んで来ました。最近

になり調子が 

悪くなり、 

この度 2台目 

くんとなりま 

した。 

 

まずは 

ご相談 

ください。 

開催日時

4月16日 (土) 13時30分 ～ 15時30分

5月21日 (土) 13時30分 ～ 15時30分

6月18日 (土) 13時30分 ～ 15時30分

7月16日 (土) 13時30分 ～ 15時30分

8月20日 (土) 13時30分 ～ 15時30分

9月17日 (土) 13時30分 ～ 15時30分

10月15日 (土) 13時30分 ～ 15時30分

11月19日 (土) 13時30分 ～ 15時30分

12月17日 (土) 13時30分 ～ 15時30分
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昨年、旧横山隧道が「湖北の近代土木遺産」に、また、北村

李軒邸が「国の有形登録文化財」に指定され、共に鳥羽上北町

に所在しています。そして、今年の NHK 大河ドラマ「鎌倉殿

の１３人」の時代背景は、後鳥羽上皇が天皇、そして上皇とし

て在位され院政を敷かれた時期に重なっています。そこで、こ

の機会をとらえて「後鳥羽上皇」をキーワードに、長浜市の太

田学芸専門監を囲んで、３回のプロモーション会議が開催され

ました。また、西黒田ふるさと振興会議から申請していました、

提案事業「後鳥羽上皇潜幸伝説プロジェクト」の交付金も一部

採択されましたので、以下のことに取り組むことになりました。 

 

 

令和 4 年度もお買い物ツアーを実施いたします。 

「きんたろうサポート会 保存版チラシ」をご覧ください。 

★令和４年度のお買い物ツアー★

コロナ禍の今、食事の偏りや運動不足、人との関わりの減少により、シニアの皆さんの「フレイル」の進行が懸念されています。

からだや心の機能の低下した状態を「フレイル(健康と要介護の中間の虚弱状態)」といいます。家から出て、身体の活動量を増やし、

人との会話や交流も増やすことでフレイルを予防しましょう。地区社会福祉協議会では、転倒予防教室を、毎月第２第４土曜日の、

９時 30 分～11 時 30分まで開催してます。ご希望の方は、送迎も致しますので、お問い合わせください。 

 

 

プロモーション会議 テーマ(第１回～3回)   

『後鳥羽上皇潜幸伝説について』 

・「鳥羽上」という地名の由来 

・明治初年の後鳥羽神社創建に、 

宮﨑清平氏ら名越村民を突き動かしたもの 

・後鳥羽神社に伝わる明治期の著名人の書画等の 

社宝（約２５０点） 

『北近江の鎌倉時代』 

『地域の歴史文化資産と地域づくり』 

        ～ 西黒田地域の場合～  など・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西黒田ふるさと振興会議 

 総 会 

INFORMATION・今後のお知らせ 

令和4年 8月   6日(土) ・20日(土) 令和5年
4月　9日(土) ・23日(土) 9月10日(土) ・24日(土) 1月14日(土) ・28日(土)
5月   7日(土) ・21日(土) 10月8日(土) ・22日(土) 2月   4日(土) ・18日(土)
6月11日(土) ・25日(土) 11月5日(土) ・19日(土) 3月11日(土) ・25日(土)
7月　9日(土) ・23日(土) 12月3日(土) ・17日(土)

交 通 安 全 祈 願 祭 

 

日 時  4 月 2 日（土）午前 9 時～ (8 時 50 分集合) 

場 所  西黒田まちづくりセンター ホール 

対象者  新小学１年生と各町通学班長、 

各町子ども会会長、各町自治会長、守る会 

※小学生は制服（上靴はいりません）、守る会はジャンパー、 

大人の方は、上着の着用をお願いします。 

交通安全・防犯教室はありません。 

※新型コロナウイルスの影響で、規模を縮小して実施します。 
※今年度の「西黒田ふるさと振興

会議 総会」の開催については、新

型コロナウイルスの影響により、

４月2日(土)の自治会長会議にて

事前協議され、４月 9日(土)の理

事会で決定されます。 

きんたろうサポート会事務局 

 ☎６２-０３８１ 

 

西黒田きんたろうサポート会だより 

サポーター 募集中!! 

きんたろうサポート会のコン

セプトは『出来ることを、出来る

人が、出来るときに…』です。団

塊の世代の方が 75 歳以上とな

られる『2025 年問題』に備え

て、一人でも多くの方のサポー

ターの登録を求めています。よ

ろしくお願いします 

 

 

☆転倒予防教室 ４月９日(土)から再開します☆ 

 

プロモーション会議の様子(第 1回１１/５、第２回 1/2２、第 3回 2/19) 

「モルック」 

ご存じですか? 

フィンランドの伝統的なゲームを元

に、老若男女が楽しめるものとして

考えられたアウトドスポーツです。 

ルールは簡単です。 

まちづくりセンターで貸し出ししま

す。子ども会、サロンでご利用くださ

い。 

NHK 大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」 
お待たせしました。大望の、しかし、大変心配していました「後鳥羽

上皇」役が 2月 17日に NHKから発表されました。歌舞伎俳優で、テレ

ビドラマ「ミステリと言う勿れ」で刑事役などに出演されている人気

の「尾上松也さん」です。 

 北条義時役の小栗旬さんとは、承久の変で戦い、 

敗戦の将として隠岐に流される身となりますが、尾上 

さんならチョイ役ではないだろうと期待が高まります。 

乞うご期待。名越町の後鳥羽神社に参拝してもらえる 

と有難いです。ご親戚、ご友人はおられませんか？ 

に

日程同じ 

①後鳥羽上皇潜幸伝説プロモーション 

会議の開催 

②文化祭保存活用計画の事前調査 

③潜幸伝説プロモーション会議活動 

④情報発信の強化、充実 

 

お問い合わせ先 : 西黒田まちづくりセンター ☎ 62-0381 

 

お元気ですか?

見てますか!! 
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