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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

その他　意見・要望事項

①持ち込み企画とか楽しいイベント、サークル間の交流会があればよい
②飲食スペース、自販機を置いてほしい
③雪に対する対応を
④旧公民館のイメージがまだ強くて、まちづくりセンターはどこ？という人がいる。知名度がもう少しい
きわたっていない気がする　他

　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30年11月6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。

○住所別利用者数 単位：人

アンケート調査回答者数　375人
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　「かみてるこども広場」は、神照地区の神照小学校、北小学校の児童を対象に「学ぶ・遊ぶ・つくる」をテーマ
に子供の居場所、交流の場として平成30年度は年6回の開催を目指して取り組んできました。
　参加していただいた児童が昼食のカレーやおやつを食べている姿を見るとスタッフ一同喜んでもらえて良かった
と思えるひと時です。遊びも毎回工夫をして楽しんでいます。手探りではじめた「かみてるこども広場」ですが、
参加児童が20名程で少し寂しい思いをしています。また神照地区全体を対象にしていますが、会場の神照まちづ
くりセンターから遠い北小学区の児童の参加が少なく課題となっています。こうした課題を解決し継続して実施し
ていくことが大切であり、地域に根差した活動になるようスタッフ一同アイデアを出しながら今後も頑張っていき
ますので気軽に参加して下さい。
　ご協力いただいたボランティアの皆さん、野菜や食材を提供いただいた皆さんありがとうございました。引き続
きご支援をよろしくお願いいたします。

今年度のかみてるこども広場を振り返って

平成30年度の取り組み紹介

＊開催時間：10時～13時　　＊食事はカレーとおやつ。参加人数は児童数です。

参加人数開　催　日 取り組み内容

18名
22名
16名
14名

6月　2日（土）
7月28日（土）
10月14日（日）
12月15日（土）
3月23日（土）

ペットボトルで風車づくり
紙飛行機づくり・夏休みの宿題
吹き矢づくり
卓球
未　定
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子ども学び座
　平成30年4月より「土曜学び座」は「子ども学び座」に名称
を変更して、神照小学校の児童を対象に、今年度も田植え体験、
クリスマスリース作り等の事業を開催してきました。
　2月9日（土）には調理実習を、神照地区健康推進員の方々を
講師にお迎えして行いました。
　まず、今人気のステンドグラスクッキー（クッキーの中心に
キャンディ―を溶かし固めたもの）を焼き、オーブンの待ち時
間には、チョコカップケーキの上にイチゴや生クリームでかわ
いくデコレーションをしました。
　50名を超すたくさんのお申し込みがあったのですが、健康推進員の方々のご協力のおかげで各テーブル
に講師がいてくださり、丁寧に教えてくださいました。子ども達も安心して作ることができたようでした。
　また、初めて出会った講師の方々とコミュニケーションをとりながらするクッキングは、家庭や学校とは
また違った経験ができたのではないでしょうか。

～「ほっぺのひろば」からのご案内～
　神照まちづくりセンターでは、未就園児の親御さんを対象に、無料で毎月「ほっぺのひろば」を開催して
います。楽しい「ほっぺのひろば」にみなさん、ぜひご参加ください。
　※イベント開催時のみ有料

～養蚕の館からのお知らせ～
　養蚕の館では、毎月（基本）第1月曜日（10:00～11:30）を「まゆの広場」子育ての広場として、当館
和室を無料開放しています。お子様と気軽に遊びに来て下さい。お母さん同士のコミュニケーションの場に
もなります。
［お問合せ先］養蚕の館　長浜市相撲町604-7
　　　　　　  TEL.0749-64-6030

お問合せ先は、
神照まちづくりセンターまで
　　　　　　　TE.62-0265
来年度の開催予定は…
　4月25日（木）・ 　5月23日（木）・ 　6月27日（木）
　7月25日（木）・ 　8月22日（木）・ 　9月26日（木）
10月24日（木）・ 11月28日（木）・ 12月19日（木）
　1月23日（木）・ 　2月27日（木）・ 　3月26日（木）

来年度の開催予定日　　　※の日は有料です。
　4月1日（月）   ・ 　5月13日（月）・ 　6月3日（月）　　
　7月1日（月）※・ 　8月  5日（月）・ 　9月2日（月）
10月7日（月）※・ 11月11日（月）・ 12月2日（月）※
　1月6日（月）　・ 　2月  3日（月）・ 　3月2日（月）※

まゆの広場に来てね！
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　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。

　吉田周吾先生は厳しい中にも優しくご指導くだ
さり部員も和気あいあいと楽しく練習しています。
　何より、毎回練習をして先生に手直ししていた
だいた花を自宅に持ち帰り、家にお
花のある生活を楽しんでいます。
　経験のある方も新しく始めたい方
も大歓迎いたします。

立華サークル／月２回（第１、第３ 水曜日）１３：３０～１５：３０
生花サークル／月２回（第２、第４ 木曜日）１４：００～１５：００
講　　　　師／吉田 周吾 先生
流　　　　派／「池の坊」立華　生花　三種　自由花　新風体
場　　　　所／神照まちづくりセンター
内　　　　容／活花の基本的ないけ方　花の知識等の習得

神照まちづくりセンターからのご案内
まちづくりセンターサークル・会員の募集について

  

　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 囲碁研究会

　7. 組み紐 組み紐　

　8. 生　花 生け花

　9. 立　華 立　華

10. 茶　道 お茶ってなあに

11. 短　歌 短歌勉強会

 

12. 詩　吟 錦城流

13. 絵手紙 スマイル長浜

14. パソコン パソコン

15. 謡　曲 謡　曲

16. 歌声会 みんぐる

17. 読み聞かせ じーばーぽこぽこ

18. コーラス ヴィーナスエコー

19. 日本舞踊 勝登美会

20. 日本舞踊 秀麗会

21. 日本舞踊 湖州会

22. 民　踊 芹の会

 № 内容 サークル名 № 内容 サークル名 № 内容 サークル名

23. 和太鼓 浜竜太鼓

24. 和太鼓 鼓神照

25. 太極拳 風・太極拳　

26. ダンス ズンバ

27. ダンス サルセーション

28. ダンス 社交ダンス　　　　

29. フラダンス ハイビスカス

30. フラメンコ アラ　　　　

31. 卓　球 和　卓　　

32. 大道芸 てるちゃん会

サークル紹介 No.１

神照　立華＆生花サークル
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編 集 後 記
　3月10日（日）に神照連合自治会の定期総会が開かれました。旧自治会役員の皆様方、一年
間本当にご苦労様でした。そして新役員の皆様方、何かとお世話になりますがよろしくお願いい
たします。　　
　3月から4月にかけて、神照地区各種団体の総会が開催されます。
　「笑顔と活気に溢れるまち　かみてる」を目指して一緒に頑張りましょう。

神照地区地域づくり協議会　広報委員会

馬車道を歩いて～神照ふるさと紀行～
　私たちが住む神照地区には「馬車道」と呼ばれる道があります。名前の由来のとおり、昔
は馬車が走っていました。
　長浜市史等を読むとその当時のことが詳細に記載されています。
　江戸時代から明治の時代に入り近代化が進み出すと、国を挙げて交通の整備、特に鉄道の
整備が全国で進められました。当時の長浜においても敦賀線（現在の北陸本線）に加えて、
明治16年5月に関ヶ原線が開通しました。区間は、現在の長浜駅付近～関ヶ原駅付近までで
した。関ヶ原線の開通の主な理由は、長浜が大津方面からの琵琶湖海上を利用した連絡船の
乗換駅として京阪神・東京方面と北陸とを結ぶ重要な拠点であったからでした。当時の長浜
駅や長浜港は、湖国の一大流通拠点として大いににぎわっていました。
　しかしながら、その後の日本における鉄道整備事業の中で、大津～長浜間の鉄道の完全開
通や米原～関ヶ原間の鉄道の開通等により、関ヶ原線の存在価値は低くなり、開通より16年
後の明治32年に残念ながら廃線となりました。
　その後、長浜の分木町から東上坂町にかけて、その敷地を馬車が通っていたことから「馬
車道」と通称されるようになったそうです。この呼称は昔の面影が無くなった今でも地域の
人々に親しまれています。

　先日、広報委員で神照地区の馬車道を歩いてみました。馬車に揺られて乗る気分はど
のような感じなのでしょうか。
　旧八号線中山町交差点付近より東へ続く道路案内には「中山町馬車道通り」と表示さ
れています。
　ここに住んでおられる人々の心の中で、今でもきっと静かに馬車は走っているので
しょう。

中山町交差点付近
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長浜駅

上坂駅
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