第４期目の活動が始まりました！

故 梅村 彦一さん、故 山田 三郎さん

高島市まちづくり推進会議を開催

叙勲おめでとうございます

７月７日（水）に故 梅村 彦一さん、７月 12 日（月）に故 山田 三郎さんへ

市では、地域課題の解決や地域振興について市民の立場

きょくじつたんこうしょう

地方自治功労として旭
地方自治功労として
旭日単光章
日単光章が授与され、
が授与され、ご家族に伝達されました。
（総務課）

で検討し、市民協働による魅力あるまちづくりを推進する
ために「高島市まちづくり推進会議」を設置しています。

梅村さんは、平成

平成 27 年度から２年を任期に活動しており、４期目と

なるまちづくり推進会議が６月から始まりま

くりに必要な対話の手法を学び、２回目の７
ついて体感し学びました。

今後、市民委員と市職員が議論を交わしな

がら２年間の活動を行っていきます。

（市民協働課）

62 年 か ら 通 算 13

として、平成 17 年

議員として高島町の

「あどまちゼミ」が開催されました
７月８日（木）に安曇川高校や市内各所で「あどまちゼ

ミ」が開催されました。

安曇川高校では、生徒のコミュニケーション能力や社会

性を育成し、地域の特性や良さを知り、自己の将来につい
て主体的に考えることができるよう、地域と連携した教育
が推進されています。

そのひとつとして、総合学科１年生の授業で、市内で活

躍する企業や個人の方を講師として、生徒１０８人が 20
講座に分かれ、さまざまな学習が行われました。

生徒は地元特産品のアドベリーのジャムや、高島ちぢみ

の T シャツづくり、農業や漁業、シルクスクリーン印刷、
写真の撮り方、ｅスポーツなどの体験を通して、それぞれ
の視野を広げました。（市民協働課）

吹田ＳＳＴで第二のふるさと交流支援

ＪＲ西日本との地方創生連携プロジェクト
７月 26 日（月）にＪＲ西日本および高島市、新潟県妙
サスティナブ

ル・スマートタウン協議会は、共同プロジェクトとして、

の発展に貢献されま

のようす

した。

「ディスクボール」をご恵贈いただきました
８月２日（月）に滋賀県電気工事工業組合から、災

害用防水型照明器具『ディスクボール』をご恵贈いた
だきました。

滋賀県電気工事工業組合とは平成 26 年に「災害時

における電気設備の応急復旧の応援に関する協定」を
締結しており、毎年防災資機材をご恵贈いただいてい
ます。市では、災害等のリスクに対し、日頃から資機
材等の整備・備蓄を進めており、今回ご恵贈いただい
た資機材についても、災害発生時に有効活用させてい
ただきます。（防災課）

ご賛同いただける事業所を募集しています

株式会社ホリゾンでのフードドライブへの取組事例を紹介
フードドライブの趣旨にご賛同いただきました株式

会社ホリゾンから７月末時点で約１３０㎏分の食べ物
や日用品などをご寄付いただきました。

これらはフードバンクびわ湖たかしまを通して生活

ブ活動は、市内では初めての取り組みとなります。

ン内でのマルシェやワークショップ、高島市へのツアー等

にご賛同いただける事業所を募集しています。

を通して交流を深めていきます。
（総合戦略課）
13
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山田さんのご家族

滋賀県電気工事工業組合から

者（約３６０戸）に対して、第二のふるさと（ふるさと地
域交流）を提案する内容の発表を行いました。今後、タウ

た。

曇川町および高島市

（左下）ボードゲーム

に困っておられる方にお渡しします。

サスティナブル・スマートタウン」の居住

発展に貢献されまし

議会議員として、安

（右上）対話のようす

２０２２年春に大阪府吹田市にまちびらきを予定している

「Ｓｕｉｔａ

年余り、高島町議会

から８年間を高島市

梅村さんのご家族

安曇川高校生が地域の人から学ぶ

高市、福井県若狭町ならびにＳｕｉｔａ

13 年から３年余り
を安曇川町議会議員

した。１回目の６月 27 日（日）は、まちづ

月 10 日（土）は、ボードゲームから協働に

山田さんは、昭和

事業所内における従業員を対象としたフードドライ
市では、フードドライブの普及および食品ロス削減

（環境政策課）
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滋賀県トランポリン選手権

ＴＳＣハンドボールアカデミー

５月 23 日（日）に滋賀県立栗東体育館で行われた、

６月 27 日（日）に東近江市蒲生体育館で

市内の選手が入賞！

全国大会に出場！

行われた「第 34 回全国小学生ハンドボール

滋賀県トランポリン選手権リハーサル大会に、次の

大会

方々が出場され優秀な成績を収められました。

ボールアカデミーが見事優勝されました。

（市民スポーツ課）
種別
女子
男子

氏名

学校

西村

叶音

湖西中学校

古澤

杏華

高島小学校出身

地村

冨田

和華

泰生

優秀な成績を収められたことで、７月 29

（敬称略）

日（木）から８月１日（日）に京都府で開催

結果

された「第 34 回全国小学生ハンドボール大

優勝

安曇小学校

準優勝

安曇川中学校

準優勝

滋賀県予選」において、ＴＳＣハンド

会」に出場され、健闘されました。

（市民スポーツ課）

３位

地村

西村

和華さん

叶音さん
古澤

冨田

杏華さん

市内で熱い戦い！

グラウンド・ゴルフ大会結果！
７月９日（金）に第 49 回高

島市グラウンド・ゴルフ協会夏

季大会が今津総合運動公園で行

われ、大西 悦子さん（安曇川）
が優勝されました。

さらに７月 13 日（火）に高

島市グラウンド・ゴルフ協会ペ

ア大会が萩の浜芝特設会場で行

われ、熊谷 俊二さん、
山本 良一さん（安曇川）が優勝されました。

（市民スポーツ課）

安曇川はこぶね保育園・なないろこども園で

交通安全啓発を実施しました

泰生くん

市内中学生

今津Ｂ＆Ｇスイミングスクール所属選手

７月 28 日（水）
、29 日（木）に行われた「滋

７月４日（日）に皇子が丘公園プールで行われ

県夏季総体で優勝！
賀県中学校夏季総合体育大会」において、次の方々

（左上）夏季大会
（右下）ペア大会

が見事優勝されました。

優秀な成績を収められたことで、８月６日（金）、

７日（土）に行われた近畿大会に出場され、健闘
されました。（学校教育課）

種目

陸上競技
共通男子 800ｍ

陸上競技
共通男子 3000ｍ

氏名（学校）

（敬称略）

落合 晃
（今津中学校）

海老原 光
（湖西中学校）

水泳競技
岸本 真樹
男子100ｍバタフライ （湖西中学校）

結果

優勝
優勝
優勝

落合くんは、この大会で滋賀県中学新記録

県大会で大活躍！

た、第 82 回滋賀県選手権兼小学生選手権水泳競

技大会において、出場された次の方々が優秀な成
績を収められました。

（市民スポーツ課）
種目

氏名（学校）

200 ｍバタフライ

岸本 真樹
（湖西中学校）

小学生 50 ｍ自由形

（敬称略）

結果

準優勝
岸本 知樹
小学生 100 ｍ自由形 （新旭北小学校） ３位

400 ｍ自由形

３位

100 ｍ自由形

優勝
岸本 明日香
（湖西中学校出身） ３位

800 ｍ自由形

優勝

200 ｍ自由形

木谷 唯花
（高島高校）

優勝

（１分 56 秒 87）を樹立されました！

７月５日（月）に安曇川はこぶね保育園にパトカーや消防車、

自衛隊車やミニユンボ、ミキサー車などのはたらく車６台が集結
し、交通安全教室が行われました。園児たちは実際に乗車し、運
転席からの死角や自動車の周りの危険な場所などを確認しまし
た。

岸本

知樹くん

岸本

明日香さん

岸本 真樹くん

ま た、 ７ 月 15 日（ 木 ） に

なないろこども園で年長クラ

ス 39 人が高島警察署から交

通安全広報大使に任命され、
元気よく交通安全宣言を行い
ました。（都市政策課）
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落合

晃くん

海老原

光くん

岸本

真樹くん

木谷
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唯花さん
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