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しめ縄づくり

かみてるこども広場
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神 照 ま ち づ く り セ ン タ ー
利用者アンケートについて

　神照まちづくりセンターではこれまで市民の皆様に快適に施設をご利用いただけるように努めてきまし
たが、皆様のご意見を伺い今後もさらにサービスを向上させるため、昨年末にアンケート調査を実施しま
した。〈調査実施期間　平成 29 年 11 月 15 日～ 12 月 28 日〉
　このアンケート調査結果がまとまりましたので報告します。

アンケート調査回答者数　354 人
○住所別利用者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人

神照地区 旧長浜地区 びわ地区 浅井地区 その他（市内）その他（市外） 合　　　計

男 58 25 3 5 7 8 106
女 126 62 9 11 16 24 248

合計 184 87 12 16 23 32 354

主な意見・要望事項

① 以前より職員の対応がよくなっているように感じる。今後も地域の方との交流がしやすい場所利用しや
すい場所になるようにがんばってほしい。

② 施設が新しく満足して使用している。
③いろいろなサークル等のお知らせやもっとイベントを増やしてほしい。
④ 駐車の際に相変わらず境界フェンスに向かって反対向きに止める車があります。モラルの問題と考えま

すが、再度利用者に周知することをお願いします。　　　　
⑤その他意見あり。
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かみてるこども広場について
　「かみてるこども広場」は昨年７月に神照小学校、北小学校の児童を対象に地域の子どもの居場所づくりを目的
にスタートしました。
　もともとは、滋賀の縁

えにし

創造実践センターが進める「遊べる・学べる淡
お う み

海子ども食堂」の取り組みの趣旨である、「食
事を通じて子どもと地域がつながる垣根のない場を作ることによって、寂しさやしんどさを抱える子どもたちを地
域で見守り、育み、地域ぐるみで子どもを大切にする。」に賛同し実施しました。
　神照地区という広域の中での取り組みであるため、最初は何もわからないことばかりで実施日までの準備も大変
でした。何人の参加があるのか、募集方法は、食事の内容は、あそびの方法はとスタッフの皆さんと試行錯誤の日々
で当日を迎えました。
　やってみると何とかなるもので、子どもたちからは、来てよかった、食事のカレーが美味しかったと聞き、スタッ
フ一同笑顔で終わることができました。その後、12 月にも実施し喜んでいただきました。
　平成 30 年度からは開催回数を多くして、「食事を通じて、学ぶ・遊ぶ・つくる」をテーマに取り組んでいきます。
地域の皆さんの思いと工夫で子どもたちが「ほっ」と安心できる「かみてるこども広場」にしたいと思っています。
　そのためにも賛同いただける皆さんのご協力、野菜などの食材提供もよろしくお願いします。
　お問い合わせは、神照まちづくりセンターまでお願いします。（℡ 62-0265）

みんなで遊ぶ

みんなが笑顔

みんなで食べる
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神照地区社会福祉協議会

「ふくしのまち越前市を訪ねて」
　平成 29 年 11 月 21 日、今年度の県外研修の一環として民生児童委員・福祉委員などが福井県越前市社
会福祉協議会を訪問しました。越前市は兼ねてより「ふくしのまちづくり」を目標とされているだけに、
地域が一丸となって福祉活動に取り組んでおられる姿が印象的でした。
　研修では、各町の自治会が組織する「福祉連絡会」についての説明を受け、その後具体的な取り組みと
して、区長・民生児童委員・福祉委員による情報の共有化、要支援者のリストアップ・その支援など、ハ
ンドブックやプロジェクターを通じて懇切丁寧に教えて頂きました。
　神照地区においても今後ますます高齢化が進む中、この研修を契機として、更に地域に根付く福祉を通
じて「あたたかな、つながりが活きるまち神照」がますます輝くきっかけになればと期待しています。

神ゆうくらぶ
　神ゆうくらぶは、神照地区に居を有する高齢者を中心とした集まりです。
　ウォーキング、グラウンドゴルフ、料理などの文化教養実習、ボランティア活動等々の多種多様な事業
を年間を通じて行い、会員相互の親睦を図り仲間づくりを広げると共に自身の健康と生きがいの場として
活動しています。

入会ご希望の方は、神照まちづくりセンターまで　　電話 ６２- ０２６５

門松づくり

ウォーキング
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神照地区青少年育成会議
　平成 29 年 12 月 24 日（土）に、神照地区青少年育
成会議主催、土曜学び座「しめ縄づくり」体験事業を
開催しました。
　ワラでしめ縄を編むという難しいことにチャレンジ
しました。子どもと保護者の方と先生（寺子屋ネット
の講師の方、青少年育成会議や神ゆうくらぶのスタッ
フ）で３人一組になり、協力して取り組みました。み
なさん真剣な表情でした。
　また、飾り付けは、折り紙や水引、松などを自由に
使い、子どもも大人も自由に表現されていました。世
界に一つしかないしめ縄を使って、素敵な新年を迎えることができました。
　平成 30 年２月 24 日（土）には今年度最後の事業「そば打ち体験」を実施しました。

土曜学び座
　健康推進員の方々を講師にお迎えして、神照小学校の児童
を対象に平成 30 年 2 月 10 日（土）にチョコマフィンとチョ
コフェイス（チョコチップやデコペンでのお顔づくり）を作
りました。
　ちょっぴり難しいところは高学年のお兄さんお姉さんにし
てもらったり、健康推進員の方々に教えてもらったりしてで
きあがりました。簡単レシピだったので、お家でも親子でチャ
レンジするお子さんもいるでしょうね。
　たくさんのお申込みがあったため２部に分かれての調理実
習となりました。
　賑やかで楽しいクッキングとなり、ラッピングをして持ち
帰る姿は、笑顔いっぱいでした。

ほっぺのひろば
　平成 29 年 12 月 21 日（木）神
照まちづくりセンターにおいてク
リスマス会が開催されました。
　保護者、未就園児など 80 人近
くご参加いただき、みんなで人形
劇を見たり、ツリーにシールを
張ったり、歌を歌ったりしました。
　保護者同士の交流もできて、本
当に楽しいひと時となりました。
　次回もみんなで、楽しい会にい
たしましょう！
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神照まちづくりセンターからのご案内

編 集 後 記
　早いもので、年度末３月 15 日号（№ 52）の広報になってしまいました。神照まちづくりセンター
の指定管理業務を神照地区地域づくり協議会が受託して１歳を迎えます。
　去年 11、12 月に実施した「神照まちづくりセンター利用者アンケート調査」の結果のように
よい評価をいただきました。今後も利用者の立場に立って、まちづくりセンタースタッフ一同、
更に邁進して行きます。みなさん、今後ともまちづくりセンターのご利用をよろしくお願いします。
　更に、神照まちづくりセンターの情報発信として、ホームページの開設をいたします。
神照地区地域づくり協議会の最新情報、広報活動をタイムリーにお届け出来るように努めてまい
りますので、ご利用ください。
　詳細は、地域回覧の広報にてご連絡いたします。

神照地区地域づくり協議会　広報委員会

まちづくりセンターサークル・会員の募集について
　まちづくりセンターでは、サークル会員を募集しています。

自分の趣味や特技を生かして新しいサークルを設立したい方や、現在活動しておられるサーク

ルの会員として参加したい方はセンターまでご相談ください。

※ 現在活動中の主なサークルは下記のとおりです。詳細については、後日、一覧表を自治会回

覧でお知らせします。

 № 内容 サークル名

1. 陶芸 火窯
2. 書道 書道
3. 読書 読書
4. 大正琴 双葉
5. 大正琴 あさがお
6. 囲碁 囲碁初心会
7. 囲碁 囲碁研究会
8. 組み紐 組み紐
9. 生花 生け花
10. 立華 立華
11. 茶道 お茶ってなあに
12. 短歌 短歌勉強会
13. 詩吟 錦城流
14. 謡曲 謡曲
15. パソコン パソコン
16. 読み聞かせ ジーバーぽこぽこ
17. コーラス ヴィーナスエコー

 № 内容 サークル名

18. 日本舞踊 勝登美会
19. 日本舞踊 秀麗会
20. 民謡、舞踊 湖州会
21. 民踊 芹の会
22. 和太鼓 浜竜太鼓
23. 和太鼓 鼓神照
24. 太極拳 風・太極拳
25. ダンス ズンバ
26. ダンス 社交ダンス
27. フラダンス ハイビスカス
28. フラメンコ アラ
29. 卓球 和卓
30. 大道芸 てるちゃん会
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