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平成 27年 7月 15日発行  第 18号 (9)

塚‐す.警 轡 1辣
壕1都1市1中学‐生の口1舎1体験受け1入れ{暉峨1区)

初めてのタマネギ収穫で～す !

珍しい双子のタマネギも採れたよ !

<忍者の里こうかで田舎体験>で、甲賀市が受
け入れている都会の中学生が、艤1我区の藤井昭広
さん宅で昨年にヨ|き 続き民泊しました。
写真は、 5月 30日・ 31日 に訪れた、神戸市

立伊川谷中学校 2年生女子 4名を受け入れされた
8寺の様子です。タマネギの収穫・田舎道のサイク
リング・採れたてのタマネギを使つた夕食作り・
/Tkタ ルの観賞・めだか獲り等、田舎の魅力を満喫していました。
天候にも恵まれ、青空には彼女たちの明るい笑い声が響き渡っていました。都会育ちの彼

女たちにとつて、甲賀市が第二のふるさとになって<れればいいなと思います。

【今年岩上地区で受け入れをされた方々】

森村 秀紀さん (禾□野) 山本修一郎さん (禾□野) 竹田 正弘さん (和野)

佐治 恭子さん (今郷) 藤丼 昭広さん (1義峨)1東  宗司さん (新城)

西野 久貝」さん (新城) (以上 7軒 )

春の修学旅行や野外活動として中学生 (上記伊川谷中学校、神戸市立塩谷中学校
他)の受け入れをされました。来年も予定されています。 1軒に4名程度の受け入
れで普段通りの生活で結構です。是非ご家族で検討してみてはどうでしょうか。
(あ間合せ先)甲賀市農業振興課 (都市農村交流推進協議会)丁EL.0748-65-0711

む 道`を爽やかにサイクリング

めだか獲りをしている所に様子を
見に来た校長先生達と一緒に
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理和服そウスイク■楽しむバ
ー
ッグ作り■ (生涯学習,健康づくり部創

和服のリメイクを体験して数年。特に帯を
バッグに変身する工程は、試行錯誤を重ねて
の大変身。実に面白<、 楽し<、 好みの作品
が完成した時の感動 !

和服から遠ざかる近年、親から譲り受けた
懐かしい品、想い出の品を「箪笥の肥やし」
で終えずもう一度甦らせてほしい。私好みの
バツグ作りに挑戦する楽しい工程があ伝え出
来ればと、そして、受講者さんと共に和やか
な時間を過ごしたいと思います。

彦ヽ ξ ttξ
討♂り AヽIA藉 武田 まさ子

<受講者さんの声>
*叔母から頂いた 4本の帯。講座でバッグを
作り叔母や姪にブレゼントできれば――

と楽 しみに受講しています。
*母たちの帯、着物がオシャレなバッグに大変身。今年もミシンと
楽し<格闘中。

*母の形見の帯がバッグに変身するのが楽しみです。

岩上自治振興会 (産業・環境部会)では、職場体験として今年 3名の
城山中学生 (2年生)を受け入れました。受|す入れ期FB5は 6月 29日 ～
7月 3日 の5日 間。期間中の取り組みとして、岩上地域の名所・旧跡看
板の作成に従事 して<れました。

職場体験は勤労観、職業観を育ぬ体験活動等
の不足が指摘されている今日、直接働<人と接
することにより、また、実際的な知識や技術・

技能に触れることを通 して、学6ことの意義や
働<ことの意義を理解 し、生きることの尊さを
実感させることや、また、生徒が主体的に進路
を選択決定する態度や意志、意欲など培う
ことのできる教育活動として、重要な意味を

「生涯学習サポーター」
武田 まさ子さん

■城出中学生「職場体験J‐ に3名受入れ 健業1農境蔀会〕

持っています。

嘲田中 湾

鈴木みなみさん

(部活動)吹奏楽部 (ューフォニアム)

(将来の夢)まだ決まっていません
(職場体験への抱負)どんな風に仕事を

するのかわからないですがしっかり
働いてしっかり学習していきたいです。

(部活動)吹奏楽部 (チューバ)

(将来の夢)保育士
(職場体験への抱負)この仕事

は人生に一度しか体験でき
ないと思うので迷惑をかける
と思いますが一週間よろし<
お願いします。

|■■|■ ||■ ■1牢がう鈴木さんt・ 1甲中さん、辻井さん6

でお仕事をさせて頂きます。毎日笑顔でいることを
心掛けます。 5日 間という短い間ですが精一杯がん
ばります。よろし<お願いします。
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隆
E「早寝,早起きJラ |ジオ体操に参加しませんか?lA権・福祉・生き活き部会)

もうすぐ夏休み !!子どもたちにとつては待ちに

待った夏休みが 7月 21日 (火)から始まります。
岩上地区各区の子ども会では、下記の予定でラブ

オ体操を行います。どなたでもご参加いただけます

ので、この機会に子どもたちと一緒に朝からラジオ

体操をしましょう。

小学生を対象とした、自転車運転の交通安全教室、高
齢者を対象とした防犯教室を県詈本部及び甲賀警察署の
指導のもと、上記日程で開催します。夏休み中の交通事
故の防止に向けて、また依然として被害が多発している
詐欺犯罪にあわないために是非ご参力□下さい。

去る 6月 21日 (日 )岩上公民館において、「岩上自治振興会発足 5周
年記念事業」の開催に向 |す た会合が行われ、次の 14Cの メンバーによる

実行委員会が組織され、動き出しました。ひとつの区切りとしての事業に

区民の皆様のご協力やご指導をお願い致します。      ll B不同。敬称略)

区 場 所 時 間 期 間

新城区 岩上公民館前駐車場 6 :30-6 :45 7/21～ 7/24、 7/27～ 7/31、 8/17～ 8/21、 8/24～ 8/28

艤峨区 岩上総合グラウンド 6 15-7 :00 7/21～ 7/24、 7/27～ 7/31、 8/3～ 8/4、 8/24～8/28

和野区 八幡神社前広場 6 :45-7 : 30 7/21～ 7/24、 7/27～ 7/31、 8/3～ 8/7、 8/17～ 8/21

今狙『区 今郷公民館 6:30´ウ 7/21～ 7/24、 7/27～ 7/31、 8/3～ 8/7、 8/17～ 8/21、 8/24～ 8/28、 8/31

城が丘区 城が丘公園 6:30- 7/21～ 7/24、 7/27～ 7/31、 8/3～ 8/4、 8/6～ 8/7、 8/24～8/28

つつじが丘区 つつじが丘運動公園 6:30- 7/21～ 7/24、 7/27～ 7/31、 8/3～ 8/7、 8/17～ 8/21、 8/24～ 8/28、 8/31

曜:「自転車運転交通安全Jと「防犯J教室の実施 餃心・安全部会)

ワ月27日 (月)時間 :午後 2時～4時まで 場所 :岩上体育館

聰 1岩上自治振興会発足5周年記念事業 開催実行委員決定

実行委員長 :本村 定夫 (艤 1我 )

委   員 :若林 正祐 (今郷)

渡辺  一 (今郷)

西村  久 (新城)

松西 博行 (新城)

副委員長 :保丼 岩治 (艤峨)

奥村 稔 鰤□野)秀熊 憲司 (新城)

北山 宏子 (今郷)本村冨美子 (艤 1我 )

森丼 久次α□野)梅本  徹 (城が丘)

竹田 英一 鉢□野)松村 直子 (城が丘)

躍:これからの事業案内
みなさんのご参加お願い致します。

●「ニュースポーツ普及大会」(8月下旬)

(生涯学習・健康づ<り 部会 )

「一人暮らし高齢者の集い」(10月 21日 (D
(人権 。福祉・生き活き部会)

「防災劃練」(10月 18日 ◎ )

(安ノト・安全部会)

●

●

<岩上自治振興会 >
活 動 部 会 5  ,醤皇套雇緊撃雫婁心簑曇覇墓雫民尾稽足壁會活き部会
事 務 所 水□町新城557番地

代 表 者 名 西村 泰雄

電  話 0748-70-3332

FAX 0748-70-3332

エリア人□ 2,839人 954世帯 (平成27年 5月末現在)

区 。自治会数 8 (議怒豊TTらし零左智雷ふ嘉
郷

)


