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　　 龍谷大学「大津エンパワねっと」は学生と地域が

　　協働してまちづくりに取り組むプログラムです。

×
➡ ➡

※エンパワ 5期生･･･前年度後期から『地域エンパワねっとⅠ・Ⅱ』に取り組んでいる学生たちです。
『地域エンパワねっとⅡ』では、『地域エンパワねっとⅠ』で地域の方々とともに発見し考察した課題について、その「解決」のための具体的な企画を立案、実施していきます。

※参加費は、主催団体へのお支払いとなります。

2013 年度　大学と地域をつなぐ特別講義Ⅱ_報告TOPICS STEP 1

※大学と地域をつなぐ特別講義･･･2 年生 (2013 年 ) 後期からはじまる「地域エンパワねっとⅠ・Ⅱ」に向けての事前学習授業。
　　　　　　　　　　　　　　　 大津市瀬田東学区と中央地区で地域活動をされている方々を市民ティーチャーとしてお招きし、開講しています。

大津百町・町家の利活用と中心市街地の活力再生

①源内峠の製鉄遺跡

②瀬田南大萱霊園

③山ノ神遺跡

④長沢川

⑤瀬田東市民センター

⑥旧東海道の「立場」

⑦一里塚趾

瀬田東学区  まちあるき

5/11 sat.

　4 名の学生たちと一緒に、まち歩き

をスタートしました。約 3時間かけ

て瀬田東学区のなかを歩いていきま

した。瀬田東学区は、元々農村地域

でしたが、瀬田駅が 1969 年に開業し

てからは急激に住宅地化していきま

した。まち歩きにより、現在の風景

のなかに、この地域の「原風景」や

歴史を確認することができました。   大津市都市再生課　
主任　田山 満さん

5/23 thu.
社会学科

1第 回

3第
回

2第 回

　田山さんから、経済的に繁栄していた中

心市街地が空洞化していった歴史的背景や、

多数残る町家を地域資源として活かしたま

ちづくりの取り組み状況についてご説明い

ただきました。

①

②

　安孫子さんのお話しから、現在の自

治会の仕組みの背景には、江戸時代、

大津百町と呼ばれた宿場町のときから

の歴史が存在していることが理解でき

ました。また、中心市街地は高齢者人

口の割合が高く、元気な高齢者の皆さ

んがまちの活動を支えておられること

がわかりました。

中央学区の自治組織と地域課題　

スケジュール・お知らせ 7
月

2013 年度『地域エンパワねっとⅡ』
報告会を開催します！

●日時・場所　9月 8日（日）
　　　　　　　　　　龍谷大学　瀬田キャンパスにて

申込・問い合わせ：大津エンパワねっと事務局（543-7691 ）まで

　　　報告会 9：20 ～　／　懇親会　12：30 ～
　　　　（8号館 103 教室）　　　　（青志館生協食堂）

4第 回

5第 回

大津中央学区　自治連合会
会長　安孫子 邦夫さん

中央地区　まちあるき
6/29 sat. ，7/6    sat.

　今期、中央地区では 2回まち歩きを

実施しました。1回目は 6人。2回目は

2人の学生が参加しました。町家キャ

ンパス龍龍で、大津百町と呼ばれた江

戸時代の宿場町から現在に至るまでの

歴史についての簡単なレクチャーの後、

瀬田東学区

自治連合会 会長

深田 稔さん

6/4 tue.

ｺﾐｭﾆﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科

我が愛しの瀬田東学区 
                                      ～地域活動はこう動いている～

　昨年と同様、瀬田東学区自治連合会会長の深田稔さんに講義をお

願いしました。テーマは「我が愛しの瀬田東学区」。古代、近世、現

代の歴史を通り抜け、とくに瀬田駅開業以降大きく変化した瀬田東

学区ですが、その中でも伝統的な習慣や文化が息づいていることを

お聞かせいただきました。併せて、学区内の住民自治が地域ごとの

自治会活動とテーマ毎の社協活動の組み合わせで成り立っているこ

と、自治会の組織率の低下をどう食い止めるかが課題であることな

どをお話しされました。今年はとくに強い関心を寄せながら受講す

る学生が多く、熱のこもった講義となりました。

　大津市膳所あんしん長寿相談所の看護師、桑野暢子さんをお招き

して、地域活動の事例を中心に高齢者に対する地域活動についてお

話しをしていただきました。支援活動を巡るお話しの中で、桑野さ

んがサービス利用者から「『いつもありがとう』というのも、しん

どいねんで」と言われ、支援のあり方について気付きが深まったと

いう内容が印象に残りました。人とのつながりを重視するエンパワ

ねっとの活動にとっても、示唆に富む内容でした。

5/28 tue.
地域福祉学科
臨床福祉学科

左から
臨床福祉学科の山田先生、
大津市膳所あんしん長寿相
談所の看護師　桑野 暢子さん

地域から学ぶ 
　　～高齢者問題からみた地域活動への支援～

「第12回　まちづくりカフェ」
　　　テーマ：子どもの居場所づくり

19：00 ～ 20：30　大津百町館にて

9：30 ～ 16：00　

中央地区にて 参加費 500円
（昼食代、保険料込）

「おおつを発見し隊！」

※問い合わせ（主催）：大津市都市再生課（528-2501）

対象：
大津市在住の小学生
（定員：15名）　
※申込多数の場合は抽選

子どもたちが、「おおつを発見し隊」の隊員と

なり、まちあるきや町家見学での様々な体験を

通して、まちの魅力を発見します！

さぁ、大津っ子にいつなるの？今でしょ！　（チーム：かけっこ。）

Summer Schedule

▶大津エンパワねっと 5期生が、現在

　取り組んでいるイベントを紹介します。

　興味あるイベントにはぜひご参加を !!

TOPICS
STEP 3

イベント&活動紹介『地域 Ⅱ』
エンパワ 5期生

( 土 )
2 77

13：00 ～ 19：30　
　　　  月輪自治会館にて

月輪自治会  
　「健康フェスティバル」

瀬田東学区月輪自治会館にて、健康フェス

ティバルを行います。うちわ作りやスタン

プラリーなどを企画しています。ぜひご参

加ください。　　　　　（チーム：チームK）

( 木 )
1 87

「夜のおさんぽツアー（仮）｣
月8

大津市中央学区の湖岸沿いにて

夜の湖岸沿いでの噴水をお散歩がてら是非、

見に行きましょう！詳細は中央学区の回覧

板等でお知らせ致します。お気軽にご参加

ください。　　　　　　（チーム：わわわ）

「町家巡りツアー&
　ワンコインパーティ」( 土 )

38

歴史ある大津の町家を一緒に巡りませんか？

手作りの町家紹介ブックを片手に歩きながら

紹介した後、ワンコインパーティを開催しま

す。町家巡りツアーのみの参加も可能です。

お気軽にご参加ください。　（チーム：くれよん）

15：00 ～　町家巡りツアー
　（大津百町館集合・参加費無料）

ゲストスピーカー：西本敬太氏（滋賀県 BBS 連盟会長）、
　　　　　　　　　谷口久美子氏（NPO法人 CASN理事長）

※申込・問い合わせ（主催）：大津百町館（527-3636）

隊員募
集

荒天時は
8/28( 水 ) に延期

申込方法：ファックス（527-8758）かメール（otsu1314@city.otsu.lg.jp）に
 ①住所、②氏名、③学年、④電話番号、⑤保護者も参加する場合は保護者の氏名 を書いて
7/31( 水 ) までに大津市都市再生課まで。

※雨天決行

（主に大津百町館、
  町家キャンパス龍龍）

日程未定

対象：
中央学区で
一人暮らしの
高齢者の方

16：30 ～　ワンコインパーティ
　　　　　　（参加費　500 円）

申込締切
7/25( 木 )
（定員：20 名） 学園前コミュニティ自治会  

  「男たちのつくる  熱い！流しそうめん☆」

16：30 ～ 18：30
　学園前ふれあいコミュニティセンターにて

そうめん台から私たちと一緒に作って 8/17（土）の夏祭り

にてお披露目し、みんなで食べましょう。お父さん方のた

くさんのご参加お待ちしています。

                                                           　（チーム：サイクリング☆）

7 (日 )
1 4

( 日 )
2 1

　
準備・練習

( 土 )
1 78

　
お披露目

　夏祭りにて

対象：
学園前コミュニティ自治会の
男性とその子どもたち

持ち物：ハンマー、やすり（お持ちの方）

※申込・問い合わせ：サイクリング☆代表・西元（080-2457-1255）

冊子制作中！  
　「女性目線でみる瀬田東　
　　　　　　～昔と今の変化～」

一里山はつらつサロンに参加されている 80 代の女性の話

をもとに、瀬田駅ができる前後の生活について冊子にまと

めています。9月 8日（日）の報告会でお配りできるよう、

現在制作中です。どうぞお楽しみに！　（チーム：コスモス）

( 日 )
89配布予定

報告会にて

地域のリーダーの繋がる場をつくりだすことをモットー

に、毎回テーマにそったゲストを招き、情報や想いを共有

する「まちづくりカフェ」。今回のテーマは「子どもの居

場所づくり」。これからの社会を担う子どもたちのリアル

な現状とは？わいわい楽しくおしゃべりしましょう！！　

　　　　　　　　　　　　（チーム：わいるどもんきー）

瀬田東学区

中央地区

START　龍谷大学
　　　   瀬田キャンパス

GOAL　瀬田駅周辺

①華階寺のいちょう

②天孫神社

④吾妻川

⑤旧東海道

⑥なかまち通り

⑦大津祭曳山展示館

③滋賀県庁・
　　　　滋賀会館

START　
町家キャンパス

龍龍（ロンロン）

GOAL
大津百町館

実際の風景のなかに、このまちの歴史をひとつひとつ確認しながら

歩くことができました。まち歩きの途中、地域の皆さんや商店主さ

んともお話しをすることができました。

  24 日 ( 水 )：大津エンパワねっと運営委員会 （学内）

5日 ( 金 )・26 日（金）：『地域エンパワねっとⅡ』授業

8日 ( 月 )：大津エンパワねっとを進める会（瀬田東学区）

19 日 ( 金 )：大津エンパワねっとを進める会（中央地区）
11 日 ( 木 )：第 3回  エンパワねっと相談会（学内）

8/8（木）～ 8/22（木）：大津エンパワねっとオフィス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　夏期閉室期間

エンパワ
5期生

JOINTWORK

………
………
………
………

( 水 )
2 18

（主催：月輪自治会）


