
  

当会は学区の社会福祉事業の運営と組

織的な活動を図り、社会福祉の増進に

資することを目的として活動を行ってい

ます。以下に主な事業について紹介しま

す。 

１．敬老会 

  設立年度より７０歳以上の会員 

方々を対象に開催しています。 

２．おもちゃライブラリー「ぴよぴよ」 

  平成10年開設、以降毎月第２、４木

曜日に開催しています。 

  平成11年に滋賀銀行福祉基金の助

成を受け遊具の充実を図りました。

未就園児が対象で、たくさんのおも

ちゃで遊んでいます。 

３．ふれあいサロン 

  平成 13年に開設しました。現在、学

区内に５カ所開設しています。高齢

者はもちろん幅広い年代の方々に

交流の場として愛されています。 

４．ふれあい食事会 

  平成 16 年から開始しました。70 歳

以上の独り暮らしの方々を対象に、

和やかな雰囲気のなかで食事を楽

しんで頂いています。 

 社会福祉協議会 

敬老会 大抽選会の場面 

学区創立１０周年記念事業  敬老会 園児の遊戯（マーチングドリル）   

おもちゃライブラリー 子育てサポーターの奮闘 

 ふれあい食事会 メリークリスマス 
 福祉機器の研修 体験 

 
公園遊具の安全点検  



 
 

 

 

 

 

体 育 協 会 
大津市民体育大会表彰 

大津市学区対抗インディアカ大会 

市民運動会 

 学区創立１０周年記念事業 

市民運動会 

さあ タレントといっしょに 

ＧＯ・・ＧＯ・・ＧＯ－!! 

 

学区創立１０周年記念事業  市民運動会 

 

ソフトボール大会 

 グランドゴルフ大会  

体育協会は “仰木の里学区民および大

津市民との交流を図り、皆さんの健康維

持の一役になれば” との思いから学区

市民運動会、大津市民体育大会等の各

事業に参加し、また体育協会として年始

の走ろう大会をはじめボーリング大会等

の各事業を行っております。高齢者から

子供さんまで一人でも多く参加して頂け

るよう工夫を凝らして事業計画を行って

おります。 

皆さんの参加をお待ちしております。 



  

人権・生涯学習推進協議会 

人権尊重を基本とし、学区住民一人ひとりがお互いの 

人権を尊重し合える、明るく住みよいまちづくりを 

めざすことを基本とし、人権・生涯学習推進員等と 

ともに学区住民の自主的な人権学習を推進して 

います。 

 

 

 

 

 

＜人権・生涯学習推進員学習会＞ 

ワークショップ（参加型）方式の学習会は、学区の人権・

生涯学習推進員等を対象に「子ども・高齢者・障害者の

問題」など、日常生活での身近な問題点をテーマに参加

者を少人数で各グループを形成し、参加者一人ひとりが

自分の言葉で話したり他の意見を聴取するため、テーマ

を身近にとらえることができる利点があり、グループで

討論したまとめを発表する学習会等を実施しています。 

学区創立１０周年記念事業＜人権と福祉のつどい＞

「成年後見人制度」について 

＜人権を考える大津市民のつどい＞ 

「夏の集会」・「秋の集会」 

地域住民の一人ひとりが生命を大切にし、お互いの人

権を尊重し合えるまちづくりを推進するため、仰木中

ブロックとして仰木学区人推協と共催。 

「夏の集会」は講演会を中心に全体会、「秋の集会」は 

分科会とする開催方式で実施しています 

＜校・園 訪問＞ 地域で子どもの健やかな育ちを支

え、守り育てるために地域、家庭、学校で何をすべき

かを常に考えていくことが必要です。今後も定期的に

訪問し交流を深めて行きます。 

＜人権と福祉のつどい＞  

社会福祉協議会と共催で、学区民の参加により人権意識の高揚と住みよい福祉社会を築くために、豊か

な心の育成を目標として人権・福祉にかかわる講演会等を実施しています 



 

１０周年を迎えた青少年育成学区民会議の年間の主な活動 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

子どもフェスタ（水鉄砲づくり） 

子どもフェスタ（啓発看板づくり） 

子ども安全パトロール 
 

子ども安全パトロール 

青少年育成学区民会議 

 
早朝あいさつ運動 

 

 親子ふれあい星座ウォッチング 

子どもフェスタ（クラフトづくり） 

子どもフェスタ（模擬店） 



 

 

 

 

婦  人  会 

私達は新しいまちづくりのお手伝い、そしてお仲間づくりの輪が広がることを願って平成９年に仰木の里学区婦人

会として発足いたしました。現在、会の中に３つの部があり、「花壇部」、「文化部」、「広報部」がそれぞれ連携をと

りながら活動しております。また様々な機関や団体と良好な関係を保ちながらボランティア活動も行っております。 

これからも地域の皆様のお力をお借りしまして会員一同頑張って行きます。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

  

花壇部 

洋裁教室 

信楽焼陶芸教室 

和室障子の張替え 

料理教室 

文化祭手作り作品の展示 



  

仰木の里地区民生委員児童委員協議会 

  

 

０歳から１歳児までの子育て教室「ぴよっこ」 ふれあいサロン「陽だまり」 

ふれあい合同サロン  ふれあいサロン誕生会 七夕祭 

 

 
ふれあいサロン 新年誕生会 

 

北大津高甲子園出場激励会 「必勝おりづる」贈呈 

活動内容   民生委員法および児童福祉法に基づく地域福祉活動 

沿革 

 平成１０年１２月１日 仰木地区民生委員・児童委員 

協議会より独立、 

              （民生委員児童委員７名、主任児童委員１名） 

 平成１３年１２月１日 改選により増員 （民生委員児童委員１２名、主任児童委員１名） 

 平成１５年 ４月１日 堅田学区衣川２丁目地区の仰木の里学区への編入に伴い同地区担当の 

民生委員児童委員１名を移籍（民生委員児童委員１３名、主任児童委員１名） 

 現在に至る 



   

 仰木の里文化振興会 

当会は地域の潜在的な文化・芸術の掘り起こし

と、その発展を図り、地域に根差した文化活動

を通じて、ホットなまちづくりに寄与したいと願

って活動をしています。ここに活動の一部を紹

介します。 

 

 

 

 

 

 

さつき展 

月をめでる会 

ニューイヤーコンサート 

文化祭 発表の部 

大津市文化祭 オープニングセレモニーに参加 

 

学区創立１０周年記念事業 「みやびの夕べ」 より 

 



   

 

 

  

グランドゴルフって夢中になりそう （世代間交流） 

やきもち焼いてイエーィ !! 

ストラック アウト !! （まちづくりフェスタにて） たけとんぼ、はとぶえって どんな ?  あーこれー 

 

 
世代間交流 「たなばたさま」 

おはじきって昔のあそび ? オモシローイ （世代間交流）  

 

学区創立１０周年記念事業  「老人クラブ連合会グランドゴルフ大会」 

老人クラブ連合会 

老ク連は、地域内に むつみ会、やよい会、シニアー仰木の里、鳰の会、みどり会の５単位クラブからなる連合体

で、「健康、友愛、奉仕」を基本理念のもと、世代間交流や地域清掃活動などを通じて、地域との係わりを密にし、高

齢者の生きがいを求め、併せて昔の文化の伝承に少しでも貢献できて、健康で明るい毎日を過ごせるように活動を

しています。 



  

大津北交通安全協会仰木の里支部 

 当支部は平成１１年５月より学区の安心安全なまちづくりに向け、まちづくり委員会の交通安全部会で８ヶ月の検討を踏まえて平成１２

年６月、堅田交通安全協会(平成１８年３月２０日大津北交通安全協会に名称変更)の１１番目の支部として発足、以来、各自治会推薦の

交通指導員と各種団体の交通安全委員を中心に、交通安全推進委員との連携を図りながら活動を推進しています。 

支部の主な活動は、毎月１日、１５日の交通安全日、春・秋の全国交通安全運動期間中、学区内の７つの交差点で朝の街頭啓発活動を実

施しています。また、学区内行事との関係では敬老会の市民センター周辺道路での参加者横断誘導、人権を考える大津市民の集いにおけ

る駐車場警備、学区市民運動会でのマラソン立哨当番等を行っています。 

最近では、支部推薦の交通指導員を増員し、支部活動の充実に努めています。 

各活動の実施状況については写真でご紹介致します。 

① 毎月(１日、１５日交通安全日)の早朝街頭啓発活動) 

② 春、秋の全国交通安全運動期間中の活動状況 

③ 学区創立１０周年記念支部行事(平成１８年７月８日実施、交通安全教室＋グランドゴルフ大会 

 

  

 

 

学区創立１０周年記念事業 交通安全教室 

学区創立１０周年記念事業 グランドゴルフ大会 



 

 

大津市消防団仰木の里分団 

 

 

 

 

 

 

山火事消火訓練 

消火訓練 

大津市消防団仰木の里分団発足式 

出初め式 

里ブロック総合防災訓練 バケツリレー 

夜間警戒 出発 ! 

大津市消防団仰木の里分団は平成１６年４月に発足しました。 

学区内の各種団体では遅く出発しましたが、われら団員の情熱は はち切れんばかりに燃えています。（ただし、

火は消します）。 このエネルギーは訓練に、そして非常時に発揮いたします。里の安全、安心を守ります。 

でも、もっと大事なことは住民の皆さんの「日頃の心掛け、安全、安心は私たちの手で」をお願いいたします。 

われら団員は今日も頑張ってます。 皆さんの幸せを願っています。 

 

 

消防技術を競い合う「第１３回大津市消防操法訓練大会」が 10

月２２日、びわこ競輪場駐車場でおこなわれ、仰木の里消防分

団がポンプ自動車の部で初出場・初優勝という快挙を達成しま

した。 ８月末から２ヶ月間の厳しい練習の成果が試合本番に

発揮でき、学区創立１０周年の今年、優勝という結果を出せた

ことは、仰木の里分団にとって大きな一歩となりました。 

 



   

 健康推進協議会 
当会は、栄養、運動、休養、検診、生き甲斐の

発見など、様々な活動を展開することにより、 

学区民の健康保持に役立つことを願っていま

す。その活動の一部を紹介します。 

  

 

 

子どもフェスタにて、「朝食づくり」 朝食の大切さをみんなで勉強しました。 
社会福祉協議会の 「ふれあい食事会」 のお手伝いをしまし

た。 有意義なひとときでした。 

健康推進講座 「食肉の安全確保と衛生対策」 について

勉強会を開きました。 

子育て教室 「乳児おやつづくり」 の一コマです 

 

 フェスタ ＩＮ ０６  健推コーナー 

健康づくり講座  リズムに合わせて体を動かしましょう。 



 

 

 

 

少年補導員協議会 

 

 

大津北警察署と活動についての打ち合わせ。 

 
中学生との交流による研修会 

 

 
 

県立北大津養護学校との交流による研修会 

本会は、少年非行を防止す

るため、非行少年および非行化

するおそれのある少年に対し

て、総合的かつ効果的に補導

活動を行い、少年の健全な育

成のために活動しています。 

本会は少年の保護や相談に応

じたり、非行の早期発見補導や

有害環境の浄化、あるいは非

行防止のために地域社会に対

しての啓発活動を行ったりしま

す。 本会は自治連合会や青少

年育成学区民会議、その他地

域の諸団体や学校等との連携

を深めて、情報の交換や対応

について協力する態勢を維持

します。 

 

小学生との交流による研修会 

 

フェスタ ＩＮ ’０５ 仰木中学吹奏楽部の演奏 

  
フェスタ ＩＮ ’０６ 環境部 

 まちづくり委員会 

 フェスタ ＩＮ ’０５ フリーマーケット 

月１回の定例会合 

県セミナーにおいて滋賀県少年補導

員との交流研修会。 

自治連合会をはじめ各種団体と住民から構成

のまちづくり委員会では、“住んでよかったまち・

いつまでも住み続けたいと住民みんなが実感

でき得るまちづくり”を推進するとともに、毎年

秋にまちづくりフェスタを実施しています。 


