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開館時間：9時～ 21 時（カウンター業務は月～土の 9時～ 19 時）　　
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Monday＆Saturday
9：00-19：00
大津市市民活動センター
　大津市浜大津 4‐1‐1
077-527-8661

広告募集中

　詳細はセンターまで
　　お問合せ下さい

vol.24　　　　　　　　　　　　　大事な暮らしの中にある

“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.24　

見て知って体験～スモールオフィス利用団体～特集：

　大津市学童保育連絡
協議会 ( 略称、市連協 )
は大津市の児童クラブ
保護者会の集まりです。
　「学童保育の制度と施
策の拡充ならびに保育
向上のため、加盟各ク
ラブ間の交流を行い、
協力共同して大津学童保育の発展に寄与する」( 規約第 3条 )
を目的に、子供たちの放課後が豊かな生活であるよう活動し
ています。
　保護者が参加しやすい組織運営を心掛け、保護者同士が問
題を共有したり、思いを述べるためのディスカッションの実
施や市に対する要望書の提出など、保護者の声をまとめるこ
とで大きな力に変えて行政機関などに声を届けていきます。
現在大津市での 20 か所の児童クラブが加入しています。
　

連絡先　tel( 担当 )
ホームページ 

連絡先　otsu_gakudo@yahoo.co.jp
ホームページ　
http://gakudo-shiga-otsu.jimdo.com/

大津市学童保育
( 児童クラブ ) 連絡協議会

スモール
オフィスと

は？

明日都浜大津 1階、 大津市市民活動センター内にある市民団体の
ためのオフィススペースです。

作業室や会議室など団体
の拠点として利用しやすい
施設がそろっています。

専用ロッカーや団体共有
の倉庫があります。
家兼事務所からの脱出

浜大津駅から徒歩3分
とっても駅近

大津おやこ劇場
　「大津おやこ劇場に入ってる」というと「お芝居するの？」
と聞かれることがありますが、そうではありません。
　当団体の目的は「子どもとおとなの自主的な会であり、す
ぐれた芸術を鑑賞し、その創造発展のため努力します。それ
を通して、子どもの友情と自主性、創造性をはぐくみ、健全
な成長をはかる。」ことです。
　鑑賞以外にもキャンプやお泊り会など、会員のやってみた
いことを実現し、年齢をこえた縦の繋がりや、学区をこえた
横のつながりもでき、大人も子どもも仲間の輪が広がります。

会費制の非営利団体です。会費より観劇出来ます。
詳しくは下記からご連絡ください。
ブログ：https://www.facebook.com/otuoyako
連絡先：otuoyako@yahoo.co.jp QR

あかるいまちづくりの会
近江戦国歴史浪漫事務局

　私たちの法人は設立して 13 年目を迎えます。
　この間に、主たる事業内容は創設期とは全く異なる業態と
なりました。福祉系から文化系に転身して 5年目となります。
　「滋賀には何もない！」というような話題をよく耳にします
が、本当でしょうか？「びわ湖」「近江牛」のあとが出てこな
い ..。そんなことはありません。例えば戦国時代には 1300 を
超えるお城があったとか。
　私たちは滋賀の歴史や文化を通じて子供たちに郷土を愛す
る心を育む活動をしています。

mail info@biwako.co.jp
ホームページ　http://www.biwako.co.jp/

一般社団法人

イラスト：看板屋ごろ吉

　いつもの生活に新しいチャレンジしてみませんか！大津では多くの市民団体が活動
しています。
　今回のミニコミでは、明日都浜大津に拠点ををかまえ勢力的に活動されている 11
の団体にどういった活動をされているかご紹介いただきました。ぜひ団体のイベント
や活動にアクセスしてくださいね .

春からチャレンジ春からチャレンジ

市内の市民公益活動団体もセンターや

スモールオフィスを是非ご利用ください



おやじのたまり場
～セカンドライフサロン～

　おやじのたまり場はシニアの方々が気軽に集えるサロンと
して活動しています。
　仲間同士で楽しんでいただける多彩なサークル活動(ウォー
キング、料理教室、OTIT 研究会、囲碁サークル、ゴルフ同好会、
英会話グループ、ボランティアガイド、とんかち等 ) の場を
つくること、毎月第 2第 4木曜日の定例サロン毎に有意義な
テーマトークを企画することによって生涯学習を継続するこ
と、環境・文化・福祉など様々な分野の市民活動団体との連
携による会員の地域活動への参加の機会を拡げること等々皆
さんと力を合わせて活動を進めたいと思っています。
　「何かしたい」「スキルを活かしたい」「地域で新しい仲間づ
くりがしたい」など、このサロンに少しでも関心のある方に
お越しいただ
いております。
　日頃の活動
をブログ・お
やじのたまり
場活動便り・
にアップして
おります。

「臨床心理士」は、医療・
保健、福祉、教育、司法、
産業・労働など、様々な
分野で活動する「心の専
門家」です。皆様の身近
な存在として、これから
も様々なニーズにお応え
できるよう、努力してまいります。

【こころのほっと相談会（休日無料相談）】
一人で抱えている悩みについて、誰かにゆっくり話してみま
せんか？どんなことでも、臨床心理士がお話しを聴かせてい
ただきます。相談内容についての秘密は守られます。仕事帰
りやお買い物のついでにお気軽にお立ち寄りください。

大津市市民活動センター会議室にて、毎月 1～2回開催（13
時 30 分～ 16 時 30 分、受付 15 時 30 分まで）。

写真

連絡先　tel( 担当 )
ホームページ 

次のイベントなど決まってたら○○○○〇○○○○〇○○
○○〇○○○○〇○○○○〇○○○○〇(50 字程度 )

QR

ご予約・日程等のお問い合わせは、
メール soudan@shiga-clini-psy.com
            （件名に「お問い合わせ」と記載）からお願いします。
ホームページ　https://www.ssccp.jp/ には、　　　　　
　　　　　　　申込フォームの他、開催日程や
　　　　　　　空き状況も掲載しています。
今後の予定：4月 16 日（土）、4月 24 日（日）、
　　　　　　5月 14 日（土）、5月 29 日（日）

電話：077-521-7751
e-mail: 0811salon@gmail.com
ブログ：https://oyajisalon.shiga-saku.net/

新日本スポーツ連盟滋賀県連盟

　新日本スポーツ連盟滋賀県連盟は、「いつでも、どこでも、
だれでもがスポーツを」スローガンに。一人ひとりが主人公
となるスポーツ活動を展開することを大切に、スポーツクラ
ブの定着と発展をはかる活助を進めています。
　そして、誰でもが気軽に参加できる競技大会の開催や、ス
ポーツを行う条件の充実、文化としてのスポーツの発展をめ
ざす活動をしています。
　2022 年の競技大会（滋賀県スポーツ祭典）は 6月～ 2023
年 3月にかけて、野球、テニス、バドミントン、陸上、卓球、
登山、スキーなどの種目が開催を予定しています。
他にも年間を通してそれそれの種目で定例行事（大津月例マ
ラソン、ウォーキング月例会、など）を実施しています。

　大津市南比良の豊か
な自然が残る里山「比
良まほろばの里」を拠
点に、2003 年より環境
保全や自然体験、環境
学習、農地活性化をテー
マに活動し、今年 20 年
目を迎えます。里山の
荒廃化、空き家の増加、
遊休農地の拡大、行事
の担い手後継者不足など、地域の課題に取り組む中で、耕作
放棄地の活用と赤しそ栽培、地域ブランド商品「比良ぺリラ」
事業、地元の大人による中高生向けの環境学習、空き家を改
装した地域サロンの運営などを実践してまいりました。
　昨年、県民を対象としたボランティア活動の場と機会を提
供した、みんなが健康なまちづくりを試みました。今後も継
続的に実施していくので、ぜひいろんな方々と連携していく
ことを願っております。

写真

連絡先　tel( 担当 )
ホームページ 

次のイベントなど決まってたら○○○○〇○○○○〇○○
○○〇○○○○〇○○○○〇○○○○〇(50 字程度 )

QR

一般社団法人
比良里山クラブ

写真

今年の予定
4月～11 月　ひら第一土曜体操（9時～）
　　　　　　レーク滋賀の志賀カントリーにて
5月 21、22 日　かんじる比良イベント出展
7月～8月 赤シソの収穫作業ボランティア募集！
詳細は下記までお問い合わせください。
連絡先：077-527-2833 ( 三浦 )　
ホームページ　https://www.hira-satoyama.net/

TEL･FAX　077-521-3946
Mail 　　　njsf_shiga8265@nifty.com
ホームページ 　
　　　　　http://njsf-shiga.sports.coocan.jp/

一般社団法人
大津市水泳協会

　当協会は２０２３年に創設９０周年を迎える団体です。２
０１８年に元の大津水泳協会を法人化し、団体名を一般社団
法人大津市水泳協会に改称しました。活動目的は
これまで同様「市内水泳の普及と発達を図り、市民の健康増
進に寄与する」です。
　事業として大津市選手権水泳競技大会を春（４月）と秋（９
月：兼大津市市民体育大会水泳競技の部）の年２回、また市
内の小学生を対象に少年少女水泳教室を夏休みに１０日間開
催しています。本年で春季大会は３８回目、秋季大会は３９
回目、また水泳教室は６９回目になります。
　当協会のホームページには、これまでの取り組みや事業開
催要項及び事務局の連絡先等を掲載しております。ご覧の上
ご活用いただければ幸いです。

写真

　日本勤労者山岳連盟
の地方連盟として滋賀
県内に滋賀山友会・比
良雪稜会・湖南岳友会・
ちごゆり山歩会・彷徨
倶楽部・ｼｬｸﾅｹ遡行ｸﾗﾌﾞ
の 6 会、164 名の会員
を抱える団体です。登
山文化を広める活動を
基本に活動しています。滋賀労山は、「清掃登山」「登山祭典」
「交流山行」を柱に会員、一般参加も呼び掛けて会員拡大に力
を入れています。また、自然保護活動にも関心をもって活動
もしています。自分自身で考え、適切な行動ができる、自立
した登山者を育てる教育にも取り組んでいます。

写真

連絡先　tel( 担当 )
ホームページ 

次のイベントなど決まってたら○○○○〇○○○○〇○○
○○〇○○○○〇○○○○〇○○○○〇(50 字程度 )

QR

滋賀県勤労者山岳連盟
　　　　　　   ( 略して滋賀労山 )

写真

今年度の日程
一般参加の呼びかけは滋賀県全域対象です。
1.「清掃登山」5/28、29、6/4、5 に実施します。
2.「登山祭典」10/23 に実施します。
3. 通年企画「交流山行」を実施します。ＨＰなどで公開します。
4. 体験山行の問い合わせもＨＰで紹介して問い合わせが出来ます。
5. 座学・入門登山教室　4/12 ～月一回　
　明日都浜大津会議室　午後 7時～ 9時　開催。
ホームページ　
　　　　https://shigarousan.jimdofree.com/
e-mail 　shigarosan@gmail.com   
連絡先　070-9002-3325（窓口　宮内）

TEL・FAX　 077-521-0339
Mail 　otsuswim001@gmail.com
ホームページ　http://otsuswim.ddns.net/

NPO法人 SOL

　私達は二つの事業を展開しています。
　ひとつはライフソリューション事業、もうひとつはプロジェ
クトソリューション事業です。
　ライフソリューション事業は主に中高齢者の生活環境改善
支援を行い、プロジェクトソリューション事業は地域の活性
化や中小零細企業への課題解決支援を行っています。
メンバーは既に現役を退いたシニアで構成され、長年に渡る
多様な経験やスキルを生かすことによる社会貢献を通して自
ら生き甲斐を創出しようと活動しています。
私達は近年顕在化する様々な制度的課題に対し、NPO法人の
果たすべき社会的役割を強く意識し、企業や行政では出来な
い部分に対峙し、提言を行えればと思っています。
写真はモンゴル音楽演奏会打上会で撮影されたものです。

写真写真写真

TEL   090‐7114‐2625( 柳原　勉 )

滋賀県臨床心理士会

大津児童合唱団
　大津児童合唱団は昭和２８年にNHK大津放送児童合唱団と
して発足しました。その後NHK機構改革により「大津児童合
唱団」と改名し現在に至っています。
　主な演奏活動としては、毎年３月に開催している定期演奏
会をはじめ、滋賀少年少女合唱連盟の「合唱祭」、大津市合唱
連盟の「合唱のつどい」や他団体との交歓演奏会などがあり
ます。また、びわ湖ホール主催のオペラ出演など多くの演奏
機会を得ています。
　レパートリーとしては、少年少女のための合唱曲、童謡、
民謡、クラシックの名曲、ポピュラー曲、ミュージカルの演
奏の他、滋賀県や琵琶湖を題材にしたオリジナル曲などがあ
り、親しみを持って演奏しています。
通常練習は、毎週土曜日に行っています。
会場は大津公民館 ( 第 2土曜日のみ膳所公民館 )　 午後 1時３
０分～午後４時３０分

TEL　090-9270-1557（合唱団携帯）
ホームページ　https://www.OTSU-JIDO.com/

現在 13 ブース、11 の市民公益団体が活動しています。裏面も要チェック！


