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やまうちって ⑧
どんなとこ？
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ふるさとＳＤＧｓ

〜甲賀でつながる30日〜

大学生が山内で１ヶ月の生活体験

アロニアジャム作り体験

立命館大学を中心とした学生達が11月の１ヶ月間、
「ふるさとＳＤＧｓ〜甲賀でつながる３０日〜」とい
う事業を実施しました。この事業は様々な地域出身の
学生達が発見した街の魅力を、若者ならではのアイデ
※
ィアにＳＤＧｓの視点を取り入れながら発信するこ
とで、甲賀市のファンを増やすことを目的としていま
す。特徴的なのは、事業に参加する学生達が実際に市
内に住み込むことです。拠点となったのが山内の住民
の方にお貸しいただいた川西区の空き家で、学生達は
１ヶ月間、地域の一員として生活されました。都市部
出身の学生も多く、鈴鹿山麓の鮮やかな紅葉や田村川
の澄んだ水など、住民の皆さまにとっては見慣れた風
景にも新鮮な感動を覚えていたようです。特に星空の
美しさは強く心に残ったようで、拠点の空き家は「ほ
しぞらはうす」という愛称がつけられました。
学生達は「ほしぞらはうす」から大学に通いながら、
平日は地域の方との交流会や勉強会を行い、休日は市
内各地で市の魅力を発信するイベントを実施。山内地
域でも旧山内小学校で、
市内外の小学生を対象と
した「むらのこ学校」とい
うイベントを開催しまし
た。忍者体験やアロニア
ジャム作りといったプロ
グラムを通じて、甲賀市
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イベント／10月20日（日）
展
示／10月20日（日）〜23日（水）
や山内地域の魅力を体験してもらい、小学校には久し
ぶりに子ども達の活気が戻りました。
事業を通じて感じたのは、地域の最大の魅力はやは
り「人」であるということ。
ホストファミリーのように学生達のお世話をして
くださった空き家の家主さんや、畑で採れた野菜をお
すそ分けしてくださったご近所の皆さんなど、多くの
方々の温かさに触れることができた１ヶ月間でした。
学生達にとって山内地域が第２のふるさととなり、今
後も地域と「つながる」ことを期待しています。
１ヶ月間、本当にありがとうございました。
甲賀市役所政策推進課（谷口）
※ＳＤＧｓとは、地
球上の誰一人と
して取り残さず、
持続可能な社会
を実現するため
に国連が提唱す
る開発目標のこ
とです。

▲

京大京女オリエンテーリング大会 山内で再び
獣害対策ボランティアが鹿カレー振る舞い

９ 月29日、秋 晴 れ の も と、今 年
も山内・黒川地先をコースとした大
学生のオリエンテーリングが開催さ
れました。
京都大学を中心とされる実行委員
会のメンバーを皮切りにお昼前から

情緒豊かな四季彩の郷やまうち情報紙

ゴールされた方々が続々と六友館に
お腹をすかせてゴールされ、獣害対
策ボランティアによる鹿カレーがふ
るまわれました。
280名の参加者の方々は、スパイ
スと心のこもった鹿カレーを楽しま
れたようです。声をかけて話を聞い
てみると、「山内でのオリエンテー
リングに３回参加し、そのたびに鹿
カレーを食べていて、今回も楽しみ」
と言われる方や「初めてだけど、ま
た来てみたい」
「とても美味しかった
〜」
「たくさんのボランティアさんに
感謝です」と喜ばれる学生さんが多

へき地カフェ

12月14・15日

次回は１月 12 日の予定
くおられました。鹿カレーだけでな
く山内の良いところを見つけていた
だけたでしょうか？せっかくの機会
ですから、地元との交流につなげら
れたらいいかもしれませんね。
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山内自治振興会

本年度のやまびこ文化祭は旧山内小学校が使用で
きなくなることを前提に、六友館と、公民館を会場と
して開催。天候にも恵まれ、駐車場でのステージイベ
ントや模擬店、体験コーナーなど、心地よい日差しの
中、大勢の方々に楽しんでいただけたと思います。
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令和元年度事業中間報告

12月常会資料版

また今年からは、敬老会事業を兼ねた文化祭とさせ
ていただいた為、対象者の方には当日の招待状をお送
りし、車での送迎も行いました。駐車場イベントとは
別に六友館ではご高齢者の長寿をお祝いし、オカリナ、
マジックショー、六友太鼓を楽しんでいただき、お茶
や鹿カレー等のおもてなしも行いました。
グランドゴルフ大会とともに山内全体での数少な
い交流機会の場として、ますます盛り上げられますよ
う役員方のご協力と、地域住民の皆様のご理解をお願
いします。

安心環境部会
鳥獣害対策事業
●

●

ひとり一人が主役です︒山内自治振興会
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防災対策事業

今年度11月末現在、鹿・猪、合わせて58頭を捕獲しました。
現在、従事者12名、箱罠11基、ドロップネット２基、囲い
罠１基で地域ぐるみ捕獲推進事業に取組んでいます。
やまびこ文化祭等で鹿カレーを提供しました。

●

11月３日に鳥獣供養祭を圓通寺で行いました。

集落環境保全事業
●

防災啓発活動

地域の防災意識を高めること
を目的に10月20日、水口消防
署土山分署の方のご協力の下、
スモーク体験、水消火器体験
を実施しました。

美しい里山整備

集団間伐事業として黒川長
竿、中山、越道地域の地権
者の方々と現地にて、５月
25日、境界確認。10月26
日に計画概要の説明会を実施しました。
●

山内地域の環境整備として12月１日、寒所の西山側草刈り
を行いました。

山内夢づくり部会

四季彩の郷若者育成事業

ふるさと資源活性化事業
●

ア ロ ニ ア 栽 培 も ７ 年 を 経 過 し、
樹木も成長、成分分析結果も安定
してきました。
ほ場作業については、３月16
日に元肥・油粕を施肥。６月８日
には草刈、成育状況確認。８月４
日より収穫作業を始めました。
やまびこ文化祭でアロニアジャ
ムの販売を行いました。

本年度も｢和太鼓六友会」
に活動支援を計画してお
り、今年も土山宿場まつ
りや文化祭等のイベント
に招待され、活発に活動
されています。
●

●

●
●

４月16日、６月25日、
９月24日、11月19日、
おむすびの会が、今年
も高齢者向けに宅配弁
当を販売。季節の素材
を活かした弁当は大好
評です。

事業交付金委員会
５月16日、各区々長、自治振興会理事による委員会が
開かれ、平成30年度の基礎交付金配分と令和元年度の事
業要望について説明が行われました。
事業項目は防犯灯、ゴミステーション、消防機材、区活
動交付金です。
令和２年1月までに実績報告提出、報告の都度交付して
います。なお令和２年1月には次年度の事業要望申請をし
ていただきます。

▲やまびこ文化祭にて

山内っ子こども教室（共催事業）

山内の子どもたちを対象に「夏休み教室」を実施しました。
第１回８月６日／第２回８月10日
その後、子ども会と共催でキャ
ンプを行いました。
「冬休み教室」は12月24日に実
施しました。

特産品の開発事業
８月10日、地元産の米粉を使った
「どうかん団子」の販売を実施しまし
た。54パックが完売しました。

六友太鼓の伝承

こどもふれあいサロン

未就学児を対象としたこども
ふれあいサロンを９月27日に土山子育て支援センターとの
共催で開催しました。

地域情報発信事業
●

ホームページ

本年度より、リニューアルしました。
より見やすく、充実したHPにしていき
たいと思います。

http://yamauchi-jichi.com

●

会報誌・広報

６月１日｢快晴やまうち｣
第23号、８月１日第24号
を 発 行 。全 戸 配 布 し ま し
た。今回の第25号は12月
中に配布予定です。
▲快晴やまうち第 24 号

▲快晴やまうち第 25 号
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地域福祉部会
健康増進対策事業
●

●

交通脳トレ教室

高齢者ドライバーによる交通事故が社会的な問
題となっている中、今年度、地域福祉部会では高
齢者が自分の能力を見極めながら、安全に運転できることを目的として交通脳トレ教室を開催
しています。この教室は、みんなと一緒に「あるある」を語りながら、自分のこととして考えら
れる参加・目的型のアクティビティ教室です。まず、初回は注意力測定と足の筋力測定、瞬発
性などを測定しました。さすがに「10分のところでも車を使う」土地柄か、どの方も足の筋力
が低下している傾向がありました。高齢者ドライバーの事故要因のひとつ、アクセルの踏み間
違えは足の内側の筋力の硬さが原因と言われていますので、柔かくする必要があります。
９月には、山内の道路、危険箇所あるあるのワーク。「町道から県道に出る時」
「あそこの三
差路、危ないよな」
「冬季はよく凍結して怖い」等など。そして、現地視察をかねたウォークコー
スもみんなで提案しました。
11月24日には、みんなで提案し、振興会で作った山内地域資源マップの「ダイヤモンド〜
山女原の山越え、ぐるーっと山内」コース、２時間８キロを歩きました。そして、忘れてはな
らない危険箇所の現地確認。この日は車の通りが少なかったけれど、歩行者になることで、ド
ライバーとしての注意点を学びました。講師は、大阪から学生さんと一緒に指導に来てくださっ
た根來信也先生。先生方も山内の方々にすっかり馴染んでくださいました。
交通脳トレはこれから２月まで続
きますが、自分らしく暮らしていく
ために、普段からできることをみん
なで楽しく行いましょう。

山内学区民スポーツ大会

６月２日、グラウンドゴルフ大
会を宮の下広場で開催しました。
131名の参加がありました。

●

いきいき100歳体操事業

毎週火曜日、山内公民館にて開
催しています。

生きがい発揮事業

（区長会共催）

●

人権尊重啓発活動

（人権教育推進協議会共催）

やまびこ文化祭において、人権擁
護委員さんを中心にポン菓子を
配布しながら、差別のない暮らし
の啓発に努めました。今年は朗読
劇をしていただきました。
●
●

高齢者見守り支援事業
●

高齢者支援活動

12月７日、あいの土山文化ホールにて「田舎の地域づ
くりフォーラム」が開催されました。
主催の土山町ご近所福祉推進協議会は、「ご近所福祉
の在り方」を検討されており、山内自治振興会からも毎
月メンバーとして参加しています。
山内の「おむすびの会」からは、「山内の高齢者さんへ
のお弁当づくりを通じて、行なっている自分たちが役割
と楽しさを感じている、高齢者から力をいただいている」
等の発表をいただき、支え支えられている共生社会のモ
デル活動として励みになる評価を受けられました。

●

敬老活動（１ページ参照）
やまびこ文化祭（１ページ参照）

やまびこドーム管理業務委託事業

５月１日より、山
内ゲートボール連盟
の皆さんで管理作業
を行っていただいて
います。
大野ゲートボール
連盟も使用されてい
る為、合同で清掃を
されています。

事務局
５ 月16日、本 年 度 第
１回目の運営委員会を開
催しました。全体会議の
後は各部に別れて年間計
画を検討しました。
12月19日、第２回目の運営委員会開催。中間の活動報告と会計
報告をしました。

