
シリーズ

人権の窓人権の窓 見逃さないで！「たすけてサイン」
　最近、子ども達に対する悲惨な虐待のニュースを毎日のようにニュースで耳にするよう
になりました。

　少子化で、小学校も閉校になった山内、身近なこととはあまり考えられないとは思いますが、滋賀県や甲賀市でも
防止に積極的に取り組まれています。

　今年も、地域の子どもたちを対
象にした、「山内っ子夏休み教室」
を開催いたします。この事業は夏
休みに山内の子どもたちが一同に
集まって交流することで、山内の
良さを発見したり、自主的に何事
にも取り組む習慣を身につけたり
することを目的としています。小
学生の皆さんの多くの参加を待っ
ています。

日　時
令和元年8月６日(火)・10日（土）
 ６日　 ９：00～ 11：00 
10日　13：00～ 15：00

山内っ子夏休み教室

六友館・田村川、
旧山内小学校体育館
山内公民館２F、
旧山内小学校体育館
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特産品開発事業
どうかん団子・

アロニアジャム入りマフィン
の販売

8月10日土

やまびこ文化祭
10月20日日～ 23日水

交通脳トレ教室

地元のものがガイド役
「山内体験ウォーキングマップ」
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「山内体験ウォーキングマップ」
　これは、平成30年度に地域資源
を活かした「里山ヘルスツーリズム」
プロジェクトの一環(甲賀市健康寿命
を延ばそうモデル事業)で、山内学
区民の方々にも関わっていただいた
ものです。
　座談会や実際のデモウォーク、先
進地視察を経たあと、私たちが住む
山内の地域資源を使って、他所から
も来てもらえるようなコースをみん
なで出し合いました。

　「山内体験ウォーキングマップ」の
表面①では、平成25年から自治振
興会で取り組んだ名所発掘事業での
コースを参考に秋の山内ウォーキン
グとしています。裏面②の「出会い
と体験コース」では、山内の自然、
祭事、グループなどで取り組む自然
を入れています。(概ねの距離、歩行・
体験時間の目安、トイレの場所も入
れています)

　身近な地域の良さを知るために、
まずは地元の人がみんなと一緒に歩
いてみること、もうひとつは、来訪
者に山内を知ってもらうために活用
することの二つを目的としています
が、どちらもガイドは山内のみなさ
んに行っていただきたいとお願いし
ています。

　ガイドは中山間地域での健康づく
りに欠かせないこととして、社会や
人間関係の中での役割づくりです。
また、誰にも気兼ねなく、ガイド役
になれ、自分自身の体も心も元気に
なれることや、新しい人とのつなが
りができることもメリットです。そう
いったガイド役で楽しみながら活躍

する人が、山内の中で増えることが
地域の魅力にもつながります。
　このマップをじっくり見ていただき、
歩いてみるのもよし、得意なコース

でのガイド役もよし、歩かれる人へ
の声掛けやおもてなし役もよし。皆
さん、里山地域の活性化ツールとし
てご活用していきましょう。
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　「せめて山内だけでも車の運転し
たいな」「まずは自分の運転能力を
知らないと」との声から、今年度は、
交通脳トレ教室を始めました。6月
は、参加者の方の下肢筋力や、敏
捷性、注意力測定をしました。運
転には柔軟性が大切です。体操、
ウォーキング、クッキングも行い、
楽しくみんなでトレーニングをし
ます。飛び入りでも歓迎しますの
で、是非ご参加ください。

交通脳トレで

頭も体もしなやかに

(新しく参加する場合は、事前に山内
地域市民センターにお問い合わせく
ださい。)

保護者が子どもに加える行為で
下記の４つに分類されます。

身体的虐待
● 殴る、けるなどの暴力行為
● タバコなどによるやけど
● 冬、戸外に長時間しめだす など
性的虐待
● 性的行為の強要
● 性器や性交を見せる など
ネグレクト（養育の拒否・怠慢）
● 家に閉じこめる
● 食事を与えない
● ひどく不潔にする など
心理的虐待
● 無視、拒否的な態度
● 言葉によるおどし
● 子どもが同居する家庭における
DVなど

子ども虐待とは 子どもからのサイン
■ 不自然なあざ・やけど
■ 極端にやせているなど、栄養失調状態
■ 衣服やからだ（髪や手足等）が不潔
■ 無表情、大人を見るとおびえる
■ 落ち着きがなく乱暴、情緒不安定

保護者からのサイン
■ 衣服、寝具が不衛生状態
■ 子どもの健康や安全への配慮がない
■ 子どもを家に置いたまま外出が多い
■ いつもイライラして子どもに当たる
■ 地域との交流がなく孤立している

市や子ども家庭相談センターへご連絡ください
○ 連絡は子どもや家族を守るサポートの始まりです。
○ 秘密は守ります。　　○ 匿名でもかまいません。

児童相談所全国共通ダイヤル
189（24時間・365日）

189番にかけると、
最寄りの児童相談所につながります。

甲賀市　家庭児童相談室
甲賀市水口町水口6053
０７４８－６９ー２１７７

滋賀県24時間対応ホットライン
０７７－５６２－８９９６（FAX可）

「虐待では？」
と思ったら
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 ８月25日日 ・ ９月22日日
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 １月19日日 ・ ２月16日日
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みんなで山内っ子を育てましょう！

年3回会報誌を発行します。

写真は今年３月の南比良への
視察の様子です。

2 3快晴やまうち Vol.24

元気で魅力ある 「やまうち」を目指して 新メンバーでスタート！元気で魅力ある 「やまうち」を目指して 新メンバーでスタート！

令和元年度事業及び班別メンバー紹介〈学区民皆さまのご理解とご協力、積極的な参加をお願いします〉
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各区々長、自治振興会理事に
より構成されています。
防犯灯、ゴミステーション、消
防機材、区活動交付金事業に
ついて協議し、各区事業が完
了次第実績報告提出。補助金
として事業費の一部をその都
度交付。令和２年１月末を目
途に次年度の予算要望。

林口　富雄（山　中）
北岡　春広（黒　滝）
鍋家　善幸（上の平）
倉田　幸治（中之組）
馬場　俊則（市　場）
中江　信幸（川　西）
中森　為雄（猪　鼻）
土山　真司（笹　路）
筒井　勇雄（山女原） 会報誌などを通じて人権啓発を行います。

消防団と共に各区設置の消防器具の点検と訓練を行います。

竹内　　誠（山内体育振興員会）
太田　昭生（山内ゆうゆうクラブ）
安村真佐子（健康推進員）
山下　好美（更生保護女性会）
八夫　絹子（日赤奉仕団）
鍋家みさ代
倉田　優子
林　　恵子
馬場　智子

健康増進対策事業

今年度の結果は以下の通りです。
●総合  優　勝　笹路区
　総合  準優勝　中之組区
●40歳未満  優　勝　笹路区
　　　〃　　準優勝　中之組区
●65歳以下  優　勝　上ノ平区
　　　〃　　準優勝　笹路区
●65歳以上  優　勝　笹路区
　　　〃　　準優勝　山女原区
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　　　〃　　準優勝　中之組区
●65歳以下  優　勝　上の平区
　　　〃　　準優勝　笹路区
●65歳以上  優　勝　笹路区
　　　〃　　準優勝　山女原区

平子　明美
杉本まさ子
清水由加里
澤田三津子
大畑はる美
杉本　　薫
西岡　浩次
宇田　照夫
土山　宏樹
前田　俊満（民生委員）
筒井　勇雄（山内学区人推協）

岡田　泰裕（山内子供会）
安村　嘉隆（山内の子供を育てる会）
前川　　輝（六友会）
黒川　昌明（ボランティア）
西村　忠三（ボランティア）
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黒川　昌明（ボランティア）
西村　忠三（ボランティア）

四季彩の郷若者育成事業

土山　芳生
清水喜代司（山内農業改良組合）
土山　澄雄（山内南ふれあいの里）
吉田権榮門（旧山内小、保跡地活用検討協議会）
黒川　善雄
アロニアフロンティアグループ
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ふるさと資源活性化事業

松岡　寅雄
竜王　真紀
林　　初広（スポーツ少年団）
ホームページボランティアグループ

地域情報発信事業

たんぽぽの会
おむすびの会
グリーンキッチン

理事会
先進地視察研修事業

馬場　重夫（グランドゴルフ協会）
鳥獣害対策ボランティアチーム
鹿料理研究会
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鹿料理研究会

橋本　忠俊（消防第二分団）
杉本　　薫
片岡　久伸
西岡　浩次
宇田　照夫
松岡　繁利
儀賀　寿春
小林　磯之
土山　芳生
土山　宏樹
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松岡　繁利
太田　新吾
小林　磯之
保村　弘美（山内集排管理組合）
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安村　弘美（山内集排管理組合）

中森眞太郎（山内ゲートボール連盟）
やまびこドーム管理業務委託

丸田香壽美（福祉推進員）
杉本まさ子
鍋家みさ代
倉田　優子
林　　恵子
馬場　智子
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ホームページを通じ
て山内の情報を発信
しています。現在リ
ニューアル中です。

集落環境保全事業鳥獣害対策事業

防災対策事業

高齢者見守り支援事業生きがい発揮事業

特産品の開発事業

★防犯啓発活動

★山内っ子こども教室

★ホームページ有効活用

★会報誌の発行

★やまびこ文化祭★山内学区民スポーツ大会

★地域消防器具安全点検事業

★交通脳トレ教室 ★いきいき100歳体操

★敬老活動

★六友太鼓の伝承

★防犯啓発活動

★山内っ子こども教室

★ホームページ有効活用

★会報誌の発行

★やまびこ文化祭★山内学区民スポーツ大会

★地域消防器具安全点検事業

★人権尊重啓発活動★人権尊重啓発活動
★交通脳トレ教室 ★いきいき100歳体操

★敬老活動

★六友太鼓の伝承

防災見守り研修会


