ステキ！

をご紹介

特集 ： 楽しむチャリティ

芸術準備室ハイセン

～大津 ・ SDGs くるくるチャリティプロジェクト 2019 ～

元保養所だったところをリノベーション中
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「ハイセン」とは、
「配線」をイメージ。誰かと誰かを繋いだり、
廃材の再使用になればという想いが込められているそうです。
作家や美術、芸術に関わる人たちの互助グループを目指して
います。
代表の神谷さんは大学で芸術を専攻、演劇活動を展開して
おられました。卒業後、大学では自由に使えていた大道具や
衣装作りなどを集まってできるところや、活動場所がない仲
間が多いことから、比良で物件を借りてハイセンの準備中で
す（改修後 2021 年に正式オープン予定）。
これまでに地域と連携して廃材を使った舞台をつくったり、
子ども達にも演劇を身近に感じてもらうイベントを開催した
経験があって、大津でも様々な人と繋がって創作活動を続け
る予定です。

2019 Summer

表紙 ・ 裏面 水彩画
イラスト ： 川村昌子

連絡先：芸術準備室ハイセン
大津市木戸１６９６−２
Email:haisen.tkamiya@gmail.com

ステキ！

神谷俊貴 ( かみやとしき )
SPAC（静岡県舞台芸術セン
ター）に４年勤務。比良で
の生活について「とにかく
自然が豊か。今はカエルの
合唱で賑やかです」と笑顔
で話されました。

をご紹介

若手アーティストの巣窟に。
芸術準備室ハイセン

広告募集中 〜詳細はセンターまで
お問合せください〜
★大津の暮らしの中にある “CHECK IT OUT! ( 注目 ・ 見逃さないで！）”
なヒト ・ モノ ・ コトを発信する情報誌 「ちぇけらっ」 Vol.11

■発行 ： 大津市市民活動センター
〒520-0047 大津市浜大津 4-1-1 明日都浜大津１階
開館時間 ： 9:00 ～ 21:00 （年末年始休館）
TEL: 077-527-8661 ／ FAX: 077-527-8662
HP: http://www.movementotsu.com
Mail （代表） ： moveinfo@movementotsu.com
＊大津市市民活動センターは指定管理者 ： NPO 法人 HCC グループが運
営しています

編集後記
今年度も SDGs をテーマに市民、行政、
企業、大学の協働事業がスタートしま
した！少しでも地域貢献につながれば
とスタッフもてんやわんや。自分です
でにクルクル舞ってます。
ところで表紙のイラスト、お気づきで
すか？琵琶湖を颯爽と渡るのは
「CHEKERA!!」号。私たちも上手に今年
度も（世の中も）渡っていきたいです。
（スタッフ A）

野外舞台を設営中の神谷さん（左）準備室キックオフの様子（右上、右下）

Enjoy Life!, Enjoy Charity!

暮らし楽しむ
寄付を楽しむ

大津・SDGs くるくるチャリティプロジェクト 2019

今年の寄付先は、
「貧困家庭の子どもや生活困窮世帯の支援」に取り組む団体＊です

楽しむチャリティ
寄付（チャリティ）と聞くと、ちょっとかしこまっ
たりしませんか？今年度、大津市市民活動センター
が進める「大津・SDGs くるくるチャリティプロジェ
クト 2019」は、SDGs をテーマにしたイベントが
盛りだくさん。みなさんが楽しんだイベントの収
益は寄付になります。

「大津・SDGs くるくるチャリティプロジェクト 2019」は、市民、行
政、企業、大学で SDGs をテーマに啓発、交流、人材育成活動を進め
るとともに、これらの事業で得られた収益を、大津市市民活動センター
が公募、審査した市民公益活動団体に寄付するものです。
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大津・SDGs 子
ども絵画コン
クール 2019

対象：市内の小学校３年
生 - 中学校３年生まで
募集期間：8 月 1 日 -9
月 16 日、大津市市民活
動センターに必着
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びわ湖チャリ
ティウォーク &
クルーズ・フー
ドエコフェスタ
日にち：11 月 10 日（日）
場所：大津港周辺
＊ウォーク & クルーズ
は 9 月下旬から予約開
始予定です

昨年度、大好評だった子ども絵
画コンクール。大賞をはじめ、
企業からの特別賞も授与されま
す。豪華な記念品（副賞）つき。
今年のテーマは SDGs のゴール
の中の「つくる責任つかう責任」。
食品ロスやプラスチックの削減
で家族で工夫していること、環
境に優しく「つくる」と「つかう」
をについて考えることを絵にし
てみませんか？

大津港から琵琶湖を眺めながら、
におの浜観光港までウォーク、
その後はミシガンで大津港まで
クルーズ。参加料は通常クルー
ズよりもお得な 1500 円。しか
も小学生までは大人１人につき
１人まで無料（定員 200 名）！
同日フードエコフェスタも開催。
食べ物ブースや体験コーナー、
ステージも盛りだくさん！

楽しんだらチャリ
ティになるんだ！
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くるくるチャリ
ティボックス
ショップ
日にち：10 月から
場所：大津市市民活動セ
ンター、市内協力店舗等
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乾杯チャリティ
in 大津！

日にち：12 日
場所：スカイプラザ

みんなのあっ
たかハート

市民活動団体がつくるお菓子や
雑貨、海外のフェアトレード商
品を市民活動センターや協力店
舗や事業所で販売します。
どれも「市民活動団体がつくっ
たの？」と驚くク
オリティ。ぜひお
試しください！

全国でも取り組まれてきている
「乾杯チャリティ」。お店で楽し
む１杯の一部がチャリティにな
ります。乾杯しただけチャリティ
に！年末の忘年
会、ちょっと楽
しみを増やして
みませんか？
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ツクルとツカウ
を考えるフォー
ラム
日にち：10 月予定
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バレンタイン
チャリティコン
サート
日にち：2020 年
2月2日
場所：スカイプラザ

＊寄付先は７月下旬に審査・決定し
ます。寄付先や寄付金額の集まり状
況も本紙でご報告していきます。

普段何気なく使っているプラス
チックや食品ロスが世界的な課
題になっています。このフォー
ラムでは、作り手と使い手が今
どんな工夫をしているのかにつ
いてご紹介した後、今後どんな
ことができるのか意見交換して
いきます。暮らしに役立つ情報
も得られるかもしれませんよ！

弦楽器デュオ・SOLA によるク
ラシックコンサート。京都市交
響楽団在籍の気鋭の女性アー
ティストです。
美しく情熱的なその調べは、バ
レンタインにぴったり。温まっ
たハートをおすそ分けしません
か？

カンパーイ !
＊ペットは乗船
できません

大津・SDGsくるくるチャ
リティプロジェクト
2019のサイトも随時更
新。Check It Up!

SDGs（持続可能な開発目標 Sustainable Development
Goals：SDGs）とは 2015 年 9 月に国際社会が 2030 年
までに貧困を撲滅し、環境や人権など世界で直面してい
るさまざまな課題解決と持続可能な社会を実現するため
に国連で採択されました。17 のゴールと 169 のターゲッ
トで構成されます。

