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まちのほっとけないを良質なおせっかいで応援するまちスポ大津のフリーペーパー

皆さんは、「まちづくり」という言葉から何を思い浮かべる

でしょうか。「町」でもなく「街」でもない、ひらがなのま

ちづくりには、いろんな意味合いを見いだすことができます。

地域をよくしたい、みんなを元気にしたい、環境にやさしい

まちをつくりたい、子どもや高齢者にやさしい地域をつくり

たいなど、本当にまちづくりは人によっても状況によっても

そのとらえ方は様々だと思います。

まちづくりは難しいとか、私には関係ないと思われる方もい

るでしょうが、まちづくりや私たちが取り組んでいる市民活

動は、実に身近なところの関心やちょっとした関わりから始

まることが多いのです。

こうした始まりから活動への継続につながるキーワードが

「やりがい」「おもしろさ」だと思います。何かやり遂げた

ときの達成感や新しいチャレンジが次への活動へとつながっ

ていきます。

まちづくりスポット大津では、「まちづくり」「市民活動」

を応援していく拠点、組織として、皆さんの「やりがい」や

「おもしろさ」が体感できるように、皆さんと一緒に歩んで

いきたいと考えています。まずは、まちづくりスポット大津

に立ち寄ってください。

2019年11月29日に大津びわこ競輪場跡地にオープンした

BRANCH大津京。私たち、まちづくりスポット大津（※）

も同じ日に地域交流拠点としてオープンしました。

まちづくりスポット大津は、‟ほっとけないを良質なおせっ

かいで応援する”をビジョンに、大津をはじめ滋賀県全域で

活動しているまちづくりや社会に向き合う活動をしている個

人や団体のサポートと、ハッシュタグ大津京の運営や近江神

宮外苑公園（天然芝のスポーツエリア大津市公共施設）の利

用受付をしています。

ハッシュタグ大津京は、「やってみたい」を現実にする新し

い施設です。公園を臨む貸室のシェアスペースを有し、子育

て支援や地域の方を対象にしたイベントや美容系の催し、会

議など多種多様な使い方が可能です。二階には会員制のシェ

アオフィスもあり、公園内商業施設の一角で仕事やイベント

やセミナーも利用できます。

あなたの「ほっとけない気持ち」や「こんなことをやってみ

たい！」を、私たちまちづくりスポット大津とかなえてみま

せんか。

誕生しました！
NPO法人まちづくりスポット大津

特定非営利活動法人
まちづくりスポット大津代表理事阿部圭宏

※「まちづくりスポット」は、大和リース株式会社が地域貢献事業とし
て地域の市民活動団体と連携して運営しています。
岐阜県高山市をはじめ、全国10か所にまちづくりスポットがあります。

発行 特定非営利活動法人 まちづくりスポット大津
住所 滋賀県大津市二本松１番１号ブランチ大津京 ハッシュタグ大津京内
Tel 077-511-9814 Mail info@machispo-otsu.net    https://machispo-otsu.net



団体名・屋号 申請事業名 事業概要

curious design  アスリートフード・デリバリー事業

アスリートフードの認知拡大を図る。アスリートフードをとる
ことのメリットを知ってもらうために、試食付セミナーを開催
していきます。

からふるウッド
からふるウッド
～木でできたもの集めました～

木製品の心地よさを暮らしに取り入れる大切さを感じてもらう
ために、木を使ったワークショップや木製品の販売等楽しいイ
ベントを企画しています。

asobi to uta あそんでわらってつながって
現役男性保育士が、パネルシアターや、遊び歌や絵本などをと
おして子どもも大人も楽しめるイベントを開催します。

Pukupuku ihanA
楽育にこにこ子育て
～子育ては工夫次第でたのしくなるよ！～

「楽育」というメソッドを使ったセミナーを継続的に開催し、
「子育てが楽しい！」と思えるような地域にしていきたいです。

cotomo
あるがママfes vol.2
～ママだって、やればできる！を表現する
フェス～

アクティビティ・マルシェエリア・キッズ&クリエイティブ・
ステージ・ママカフェの５つの構成で、ママを中心に企画・運
営・参加する「やればできるを表現するフェスvol.2」を開催し
ます。

自然保育
ころがるリスの森

声と言葉の読み聞かせ講座
絵本の読み聞かせが苦手なパパママが、毎日の絵本の読み聞か
せが楽しくなるような内容の講座を専門家を招いて開催します。

子どもも大人も楽しい
積 み木 ク ミ ノ で 遊 ぼ う ！

何ができるかお楽しみ♪東近江市の
スギ、ヒノキを使った木組みの積み
木クミノ。同じ形の積み木を組み合
わせて、できる形は無限大。子ども
が遊んでいるとついつい大人も一緒
に熱中すること間違いなし！
〈不定期開催ですが実施前にご案内
します！〉

ま ち ス ポ 大 津 文 庫

知りたいと思ったらGO！NPOや市民
活動関連の本、起業を考えている人に
読んでほしい本を中心に収蔵してます。
子ども向けの本は、近年出版された本
もあります。まちスポ文庫へ本の寄付
も大歓迎！小さな文庫ですがご利用く
ださい。

県内開催の催しチラシも届いています。
活動情報の発信・収集にチラシラック
をお役立てください。

あげて楽しい、開けて嬉しい
ま ち ス ポ 玉 手 箱

自分が読んでよかった！と思う本を
ラッピングし、メッセージを添えて
次に読む誰かへプレゼント。みんな
が参加できる旅する本のコーナーで
す。絵本も、推理小説もクイズ本も、
ジャンルは問いません。運命の一冊
が見つかるかも！？
切符はラッピング！本以外でも、リ
ボンやきれいな包装紙も、お待ちし
ております。

まちスポ大津はみんなの書斎でリビング！

“彩りはぐくむ”まちづくりスポット大津助成金は
あなたの「やってみたい」を現実にという当団体のテーマのもと、団体、グループ、サークル、個人と地域住民の皆さん
がつながり、広がっていくような活動を応援するものです。2020年度採択事業は、以下のとおりです。1月から講座や
イベントがスタートしています。

彩り ぐくむ まちづくりスポット大津助成金交付団体決定

初めての
動画配信

スタート早々に流行りだしたコロナウィルス。対策を講じな
がら、数々の講座や家族で楽しめる催しを開催しました。

働くママ向けのお話会や、スキルアップの講座、これか
ら何かをしてみたい人の後押し講座など、身近な目線
で、「あったらいいな。」を企画開催しました。

自宅待機が続く子ども
達に笑顔が溢れました。
れもん会社、日本けん
玉協会滋賀支部の皆
さんのご協力をいただ
きました。

絵本作家ワダアスカさんをお
招きし、オープニングイベント
琴の演奏と絵本の朗読、モー
ビル作りを楽しみました。

防災減災、災害対策
に取り組みました。
ママ達の防災活動を、
講演と写真展を開催
しました。
ブランチ大津京は広
域避難場所です。

「参加の力」が生む無限の可能性

11月29日（日）まちづくりスポット大津一周年記念
事業として、早瀬昇さん（大阪ボランティア協会理
事長）を招き講演会を実施しました。講演テーマは「市民活動はじめの
一歩～わたしの“参加”でつくるまちづくり」。役員だけが汗をかきがち
なPTAを、保護者が特技をいかして自由に関われる組織に大改革！コロ
ナ禍でも行われている多彩な市民活動（オンラインの学習支援、電話サ
ロン等）の例をもとに、「参加の力」が生み出すパワーについて盛りだ
くさんの話題提供がありました。市民活動のやる気はどこから生まれど
のように維持されるのか、燃えすぎて燃え尽きないための秘訣（発想
法）や内発的な意欲が高まる“鍵”についてのお話もあり、楽しく活動を
続けるヒントについての学びと刺激を得る時間となりました。

コロナ対策もばっちり！

一周年記念イベント

盛り上がった坊主めくり 水鉄砲できたよ！

ランチ付き講座も好評でした

まちづくりスポット大津
2020年

お絵かきも楽しいね

電
車
が
き
ま
す

スタッフ手書
きのブラッ
クボードも
好評です。



連続講座のご案内

＝＝ 実践者に聞く！場づくりのイロハ ＝＝

開 催 日 講 師 タイトル 内 容

2月20日（土）
１３：3０～１５：３０

三浦 美香さん（一社比
良里山クラブ代表理事）

問題意識を行動につなげる
～はじまりの物語、

そして仲間求ム！～

里山での活動を始めたきっかけと魅力、比良ブ
ランド飲料「比良ペリラ」商品化の道のり、多
様な人の巻き込みと湧き出るエネルギー、そし
て今のお話を伺います。

3月6日（土）
１３：3０～１５：３０

押栗 泰代さん（認定NPO
法人 マイママ・セラピー
理事長/ナーシングクリエ
イト(株)代表取締役）

私の困ったはママ（みんな）
の困った！
～声を拾う多様な事業展開～

開業保健師として、NPO法人と株式会社の両輪
で赤ちゃんとお母さんのための事業を展開され
る理由と強み、挑戦していく面白さについてお
話を伺います。

3月13日（土）
１３：3０～１６：００

幸重 忠孝さん（NPO法人
こどもソーシャルワークセ
ンター理事長）

居場所づくり活動のこれから
～子どもの居場所づくり、
こうやって歩んできて、
こうやって歩んでいく～

ご自身のルーツ、転機、大切していること、子
どもの居場所活動の次の展開や場づくりをして
いる団体に求められることについてお話を伺い
ます。

SHIGA CITY FCサッカースクールのご紹介です。

今回は、代表の福重伯枝さんと、コーチの川林拓真さんにインタビューしました。

SHIGA CITY株式会社 代表取締役 福重伯枝さん
https://shigacity-fc.jp
活動場所：近江神宮外苑公園、皇子山総合運動公園

代表取締役
福重伯枝さん

サッカーを通して、多様な社会で活躍できる子ど
も達を滋賀県で育てたい！という熱い思いで、
2019年に代表の福重さんが立ち上げられました。
スポーツなので勝つことももちろん大切ですが、

“自分の事を自分で考える事“や、“自分の強みを知
る“など、社会に出ても役にたつようなことを、
サッカーを通して学べるスクールです。

川林コーチは、単独でスペインへ渡り、スペイン
サッカー協会指導者のライセンス取得されている
実力者。多様な教育問題に触れ、サッカーを通じ
た教育の重要性を感じて帰国し、当スクールの
コーチに就任されています。スポーツを通して教

育するという視点は日本特有のものだそうです。
“勝つ” ことだけにとどまらず、社会にでても活か
せる経験を得られるように、スペインの良さと日
本の良さを融合されたオリジナルのトレーニングメ
ニューで、日々奮闘されています。

コーチ
川林拓真さん

＝＝本紙面についての感想をお寄せください！＝＝

特定非営利活動法人 まちづくりスポット大津

〒520-0021
滋賀県大津市二本松1番1号 ブランチ大津京内

まちづくりスポット大津

MAIL: info@machispo-otsu.net

https://machispo-otsu.net

TEL：077-511-9814  FAX：077-548-6758

＝＝＝＝＝活動への想い ～サッカーを通して、人を育む！～ ＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝ 川林コーチの想い ～環境が人を育てる～ ＝＝＝＝＝

川林コーチは、週１回のサッカー教室でもその積
み重ねは、心に残る大切な体験となるはずと、穏
やかな笑顔の中に秘めた活動への想いを熱く語っ
てくださいました。近江神宮外苑公園の貴重な天
然芝で練習した子ども達が、滋賀から世界で活躍

するサッカー選手が誕生するのが楽しみです。
是非、無料体験でサッカーの楽しさを体感してみ
てくださいね！

お申込みはこちら
☎ 070-2310-6299（担当 川林さん）

❘ 場所 ： まちづくりスポット大津（ブランチ大津京内）

❘ 詳細、申込みはこちら ： https://machispo-otsu.net/news/20201223-353/

Kon-kon！おじゃまします

ハイブリッド指導で未来のアスリートを育む SHIGA CITY FC

＝＝＝＝＝ めざせ！滋賀から世界で活躍するサッカー選手を ＝＝＝＝＝

まちスポ情報満載 こちらもご覧ください

まちづくりスポット大津って？

只今 会員・寄付募集中❣

まちづくりスポット大津のホームページ、フェイスブック、
ブログ等でも情報発信をしております。
共有情報もお寄せください。お待ちしております。


