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１．市内のバス交通のあり方 
２．地域とのつながりを生み出すための地域行事 

市長から委嘱状をいただきました

メンバーで意見を出し合います

 ８月３日（土）、第３期高島市まちづくり推進会議の第１回全体会議が新旭公民館で開催されました。
第３期は、２つのテーマで活動していきます。 

第3期 高島市まちづくり推進会議 がはじまりました。

グループ会議も開催されました

   2021 年 3 月まで、市長から委嘱を受けた委員 15 名が、持続可能な高島市の将
来社会に向けて、現在の地域課題を把握するために行政の取り組みや市民の取り
組みについて調査やヒアリングを行い、現状やニーズを把握した上で、市民の視
点から市民、行政、事業者の取り組みについて検討していきます。
　第１回全体会議では、委員、行政職員、一般参加者も一緒に、２つのテーマに
ついて対話しました。議論ではなく、まずは一人ひとりがテーマについて、どん
な認識を持っているのか、気になることは何かを知り合う機会としました。
　「市内のバス交通のあり方」グループでは、ほとんどの参加者がバスに乗った経
験が無いこと、バス路線についてもあまり知らないことが分かりました。まずは
各地の路線や料金の把握、そしてバスに実際に乗ってみることから活動が始まり
そうです。
   「地域行事」グループでは、全体会議の開催された時期がちょうど市内各地で夏
祭りの行われる頃であったためか、各地の夏祭りや盆踊りの話題が出ていました。
各地域でそれぞれに実施される祭りの良さと、市民全員が参加できるイベントの
可能性について対話されていました。今後は、市内の多様な地域行事を分類・整
理して、どのような行事に注目していくかを検討していくようです。

　高島市まちづくり推進会議に関する情報は、フェイスブックページでも公開し
ています。みなさんも是非ご覧ください。



10月24日（木） 14：30 ～ 16:00
高島公民館　 会議室1
　

10月25日（金） 10:30  ～ 12:00
安曇川公民館  創作室　

10月30日（水） 19:00  ～ 20:30
新旭公民館　  2 - B

10月31日（木） 10:30 ～ 12:00
マキノ土に学ぶ里研修センター  研修室

11月 6日（水）  14:30 ～ 16:00
朽木公民館　 研修室1

11月8日（金）  19:00 ～ 20:30
高島市働く女性の家　研修室

お問い合わせは、たかしま市民協働交流センターまで

  〒520-1611 高島市今津町弘川1692番地
      (今津宮の森 ミュニティセンター 内)

TEL: 0740 - 20 - 5758    FAX: 0740 - 20 - 5757
E-mail         : webmaster@tkkc.takashima-shiga.jp
ホームページ: http://tkkc.takashima-shiga.jp/
ブログ        : https://tkkc.shiga-saku.net/
Facebook : https://www.facebook.com/takashimashiminkyodo/

たかしま市民活動交流会 実行委員募集中 !

たかしま市民協働交流センターは、7月 22 日
より今津宮の森コミュニティセンターに移転して
業務をしています。コピー、ファックス、印刷機
などがご利用いただけますが、大判プリンターに
ついてはサービスを休止しています。
    今津宮の森コミュニティセンターの利用予約に
ついては今津支所にご連絡ください。

業務時間 : 月～金曜日 9:00 ～ 17:00
休日 :     土・日・祝日
●プリント・コピー・スキャナー (A3 サイズ以下 )
モノクロ 10 円／枚

　　カラー　　25 円／枚
　　スキャナーの利用は無料です
  ※ データの入出力のためにUSB メモリまたは
　CD/DVDメディアがご利用いただけます
●ファックス送受信
10円／枚

●輪転機による印刷
　   用紙持ち込みの場合、1000 枚まで無料
●裁断機がご利用できます

今津東コミュニティセンターは、館内改修工事
のため 7月から 2020 年 2月末 ( 予定 ) までの期間
を休館しています。ご不便をおかけしますが、ご
理解くださいますようよろしくお願いいたします。
施設の予約に関しては 2020 年 1 月から再開予定
です。
    開館後の皆さまのご利用をお待ちしております。

   市民活動団体やボランティアグループの設立や
運営に関する相談、会則の作り方、会計のお悩み、
メンバーの増やし方、広報やチラシづくりなど、
なんでもご相談にお越しください。

　たかしま市民協働交流センターでは、2020年3月
(予定)に、今津東コミュニティセンター3階ホールで
市内の市民活動団体が一堂に集まる交流会を開催し
たいと考えています。
　活動団体がお互いの活動を知り合い、日頃の活動
や成果を発表し、市民の皆さんとの交流もできる企
画をともに考え、形にしていく実行委員メンバーを
募集します。皆さんのご参加をお待ちしております!

お問い合わせは、たかしま市民協働交流センターまで

高島に移住して初めての夏。多くの
人たちに支えられて日々を過ごせて

いることに改めて感謝せずには居られません。ま
だまだ皆さまにはご心配やご迷惑ばかりおかけし
ている私ですが、今までの経験と、今そしてこれ
から学んでいくことを通じて、皆さまに少しずつ
でも恩返しができればと思っています (K)

※ 情報紙に広告 (横10cm x 縦4.5cm) を掲載してみませんか？　ご用命、お問い合わせは、たかしま市民協働交流センターまで

0740-27-0062

滋賀県高島市マキノ町知内 1056一級建築士事務所

http://hondakenchiku.com

新築   リフォーム
お気軽にご相談ください

住宅  福祉施設
店舗    宿泊施設   etc...

高島で28年 社会福祉法人 たかしま会　『陽だまり』

バリアフリーや耐震改修などの
リフォームもご相談下さい



 高島の元気企業
　このコーナーでは、地域に根ざ
した活動や社会貢献活動をしてい
る高島市の企業を紹介しています。

◎市民活動についての疑問、相談などお寄せください！

たかしま市民協働交流センターでは市民活動に関して、様々な疑問、相談をお受けして

ています。ここでは、お寄せいただいた質問や相談とその回答についてご紹介します。

地域として高島をブランド化したい。 

イベントや講座の広報について 
イベントや講座を企画して広報するのですが参加者集めに苦労しています。効果的な広報のしかたを 
教えてください。 

Q.  
 

A.  イベントや講座は、ターゲットとしている参加者の年代や関心事などを絞って企画しているのでは 
ないでしょうか？ 広報する時も、その年代の方がどのような手段で情報を集めているかを知るこ 

とが重要です。チラシの配布だけで広報をする場合、公民館は年齢層の高い方の利用が多く、図書館 
では親子での利用が多い傾向があります。親子で利用されるような店舗などにもチラシの設置を協力 
してもらうことができるといいですね。20代～40代の参加者を集めたい場合は、チラシより SNSを 
使ったほうが効果的です。SNSをしている仲間にも声をかけて、情報をシェアしてもらうことで広が 
っていきます。新聞などメディアに情報を掲載してもらうことも効果的です。高島市役所企画広報課 
に依頼して、新聞社などに記者資料提供(プレスリリース)を出すことができます。たかしま市民協働 
交流センターでは、資料提供の記載内容などのサポートもしていますので、お気軽にご相談ください。 
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有限会社 橋本燃料　専務取締役　橋本　翔太さん

食と農とエネルギーも地産地消できる

有限会社 橋本燃料
〒520-1621 滋賀県高島市今津町今津230
TEL: 0740-22-2140
HP: https://hashimoto-neenryo.studio.design/



高島市で活躍するきらっと輝く
市民活動団体をご紹介しています。

             まるくもくらぶ
代表   井上 岩夫
設立   2018年4月
会員数　7名
連絡先　高島市朽木雲洞谷932
TEL:  080-2434-6072 (担当:藤原)
HP:  http://club.utodani.net/

オカリナのんのん
代表　奥村 早苗
設立　2008年
会員数　12名　
連絡先　高島市今津町今津67
TEL：080 - 3816 - 6008
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今津地域の住民福祉協議会「今津ふくしの会」は、地域の素敵な
自然や文化を再発見する取り組みとして「びわ湖ウォーキング」
を開催しています。今年は、今津町平ケ崎～深清水地域を歩き、
収穫時期を迎える柿や湧き出る清水などを楽しむ予定です。
片道 2キロ・往復 4キロをゆっくりとしたペースで歩きますので、
どなたでもご参加できます。（片道のみの参加も可能です）
参加ご希望の方は、必ずお申し込みください。

日時 :      11 月 9日（土）10:00 ～ 14:00（予定）
参加費 :  500 円（予定）
主催 :      今津ふくしの会
連絡先：TEL 0740-36-8220（高島市社会福祉協議会　担当 : 小笠原）

"ゆめぱれっと高島フェスタ ＆ ゆめ咲くマルシェ2019 "

“ナルクびわこ高島秋季バス日帰り旅行開催(ご案内)”
当クラブでは、毎年10月下旬にバス旅行を開催しております。
現在、日時・行き先は未定ですが、1案として10月24日(木)頃を
考えております。会員が主力となりますが、5名程度の一般参加
を募りたく思います。その節はぜひご参加ください。
費用は各自の食事飲料代・入場料のみとなります。
マイクロバス・通行料は主催者負担。
この3年間の行く先は、福井県丸岡城等、京都府宮津伊根町の船
宿、兵庫県丹波篠山兵庫陶芸美術館でした。いずれの地域も晴
天に恵まれ好評でした。

連絡先:  TEL 090-7750-8952　トキモト ヨシアキ

"たかしまファーマーズマーケット"
高島の森の中に
個性ゆたかな野菜とごはんが大集合！

日時: 10月12日(土) 10:00 ～ 16:00
場所: 滋賀県高島市安曇川町中野795-3
　　　　「山里暮らし交房　風結い」とその周辺

連絡先: 「広瀬のコレカラつくろう会」
滋賀県高島市安曇川町中野783
TEL: 090-5014-1600
SNS: https://www.facebook.com/takashima.fm/

"「びわ湖ウォーキング」"

今年で９回目を迎えた「ゆめぱれっと高島フェスタ＆ゆめ咲くマルシェ」。
普段、働く女性の家で研鑽を積んでいるサークルによる発表会もあり、
また、市内外の出店者によるマルシェも開催します。
いつもは「働く女性の家」に縁がない方も、この機会に是非お越しください！

日時 :     10 月 20 日（日）10:00 ～ 15:00   ※荒天中止
場所 : 　 高島市働く女性の家
連絡先 :  働く女性の家 TEL 0740-22-5775



子どもも大人も楽しめるLIVEイベントが自然の中で
開催されます。火を囲んでジャンベワークショップ
などの体験もあり

日時: 10月12日(土)　11:00 ～ 16:00
場所: 滋賀県高島市安曇川町中野795-3
　　　　「山里暮らし交房　風結い」とその周辺

入場料: 大人2.000円(事前予約1.500円)
             高校生以下無料

連絡先: 「広瀬のコレカラつくろう会」
滋賀県高島市安曇川町中野783
TEL: 090-5014-1600
SNS: 
https://www.facebook.com/takashima.ongakushitsu/
https://www.instagram.com/takashima.ongaku/
( 事前予約については、お問合せください )

晩秋の山里を歩きながら、地元の方の味自慢の品や
わら細工などの手仕事品などを楽しみ、
地域の方と交流できます。

日時：11月17日（日） 10:00 ～ 15:00
場所：今津町椋川地区内
主催：結いの里・椋川
場所：今津町椋川地区内
参加費無料

連絡先： TEL 090-3864-4077（是永）

※ 時間はいずれも10時～15時
連絡先: NPO法人麻生里山センター（くつきの森）、
高島市朽木麻生443、TEL 0740-38-8099まで

【おむすび・たかしま伝言板 への掲載情報募集中】
たかしま市民協働交流センターでは、皆さまの
「こんなことやってます」
「メンバー募集中」
「遊びに来てください」など情報をお待ちしています。

★ 1月号で配布する情報の締切は11/8(金)です!

連絡先 TEL: 0740-20-5758 FAX: 0740-20-5757
E-mail: webmaster@tkkc.takashima-shiga.jp

なお、掲載する内容は、高島市内の地域活動、
市民活動、ボランティア活動に
関するもののみとさせていただきます。

"みつばちオーガニックマルシェ"


