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開会   午後 ２時３０分 

 

村山委員長     それでは、ただいまから草津市教育委員会１月定例会を開会いたします。 

 

 

        ――――日程第１―――― 

 

村山委員長    日程第１、「会期の決定について」でありますが、本日１日限りといたした

いと思いますが、御異議ございませんか 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

村山委員長    異議がないようですので、１月定例会は本日１日限りといたします。 

 

 

        ――――日程第２―――― 

 

村山委員長    次に、日程第２、「１２月定例会会議録の承認について」でありますが、あ

らかじめ事務局から配付され、熟読されていると思いますが、御異議ございま

せんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

村山委員長    異議がないようですので、１２月定例会会議録は承認されたものと認めます。 

 

 

        ――――日程第３―――― 

 

村山委員長    次に、日程第３、「教育長報告」をお願いします。 

 

教育長      皆さん、こんにちは。今年初めての教育委員会の定例会です。本年もどうぞ

よろしくお願い申しあげます。 

         今月は年の初めということでもあり、校長先生がたや事務局の職員にそれぞ

れ訓示をする機会がございました。まず、仕事始めの１月５日の校長会での訓

示概要を報告します。 
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         内容ですが、「これからの学校教育を構想するときには、『思考力』を中核

として、それを支える『基礎力』、使いかたを方向づける『実践力』、これら

思考力、基礎力、実践力という３つの構造を踏まえた『２１世紀型能力』を基

盤とすることが重要です。 

         中央教育審議会では今後の大学入試で、『思考力・判断力・表現力』を中心

に評価する新テストの導入を求めており、各大学が個別に行う選抜では、小論

文、討論、プレゼンテーション、資格・検定試験などの成績、各種大会等での

記録を活用することなどが考えられるとしています。 

         既に、草津市の学校では、こういった教育の方向を定め、総合的な学習の時

間でのプレゼン、ビブリオバトル、バイシンクを用いたタブレット活用など、

言語活動や交流学習を重視した取組を行ってきましたし、また、漢検や英検に

よる基礎学力の定着と学習意欲の向上、ほかにもレッツエンジョイシンキング

では思考力育成を大切にして進めております。 

         こういったことを活かしながら、更に創意工夫を加え、各校の教育課程をど

う充実させていくのかについて、校長先生なりのお答えと実践をお願いします。

あわせて、授業においては、児童生徒が『考え合う』とか、『練り合う』とい

った教室の雰囲気、つまり『創造的な風土』を生み出してほしいと期待をして

います。」ということをお話させていただきました。 

         また、同じく教育委員会の事務局の皆さんには、次のような訓示をしました。 

         これも概要でございますが、「本市の教育委員会のビジョンともなるべく

『教育振興基本計画』の見直し作業が進み、３月には今後５年間の方向が定ま

ります。基本計画には、これまでの仕事を着実に進めていくものもあれば、難

解な課題や新たな課題に対し、創意工夫を凝らして挑戦心を持った取組が求め

られるものがあります。 

         大事なことは、現状維持にとどまらず、新たに挑戦をしていくことです。私

たちには挑戦し続ける教育委員会事務局、滋賀県教育をリードし、更には、全

国に誇れる実践を重ねる事務局であることが求められていると考えています。

お互いを理解し、一緒に解決を図ろうとする組織を構築し、実現に向けてそれ

ぞれの力を発揮してほしいと思います。」というものです。今年も、職員一同、

一丸となって努力を重ねたいと思っております。 

         次に、主な事業等の報告をいたします。 

         １月６日は、県から市に移管された「草津クレアホール」の開館記念式典が

開催されました。移管に伴い、ホール客席、つり天井や音響設備がリニューア

ルされました。式典には多くの御来賓の御臨席をいただき、今後、アミカホー

ルとともに、市民の文化活動や発表の拠点として、市民に慕われ、活用いただ

ける施設になることを期待しています。 
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         また、式典の後、記念公演として、市民創作ミュージカル「くさつ花めぐ

り」が上演されました。子どもたちを中心とする幅広い出演者の熱演に、草津

の勢いとすばらしさを感じました。 

         １月１２日は、「草津市成人の日記念式典 ２０歳のつどい」がクレアホー

ルで開催されました。テーマは、誓う心と書いて「誓心」です。成人としての

自覚を持ち、自分の夢や希望の実現にがんばろうという意味が込められている

ということでした。対象者数は１，５０９人で、参加者はそのうちの６２％で

した。昨年の５８％、一昨年の５５．４％を大きく上回りました。 

         オープニングでは、２０年を振り返るビデオ、実行委員の夢の発表やメッセ

ージ、式典では、橋川市長、棚橋議長の祝辞、そして、新成人代表の松本涼花

さんの決意の言葉がありました。 

         松本さんは、「これまでの７，３００日の間、多くの人に支えられてきまし

た。感謝の気持ちは言い尽すことはできませんが、草津で育ち学んできたこと

を誇りに思い、私たちの力でこのふるさと草津が発展するよう努力します。」

と述べられました。 

         草津に誇りを思うとの言葉を聞いてとても頼もしく感じました。式も大変落

ちついた中で進行されました。その後、市内７つの中学校の恩師からのビデオ

レター、お楽しみ抽せん会と盛りあがりました。この式典の成功に向けて、夏

から一生懸命に取り組んでくださった４９名の実行委員の皆さんの姿勢にも感

心しました。 

         ほかにも、１月１１日には草津市ＰＴＡ大会、１月２４日には、午前７時３

０分から志那神社で、湖南広域消防局西・南消防署、草津市消防団、志那町内

会、志那神社関係者、市教育委員会・市危機管理課の皆さんが、厳しい寒さの

中で訓練に参加しました。貴重な文化財を火災や災害から保護するため、今後

も、文化財の保護、継承にしっかりと取り組みたいと思っています。 

         １月２５日には、第３０回の市民音楽祭、多くのかたが参加をしてください

ました。また、県や大津市、草津市、体育協会が主催する２０１５「びわ湖レ

イクサイドマラソン」がありました。ハーフマラソンの男子で最速記録は老上

中学校の教員でした。また、「生徒の励みになれば」とのこのコメントにも感

動しました。 

         ほかにもいろいろな取組がありましたが、図書館では、「新春 としょかん

おみくじ」といった、子どもと本との出会いのきっかけづくりに工夫を凝らし

た取組を展開しました。また、日本経済新聞で、本陣や当時のさまざまなエピ

ソードが八杉館長の解説とともに紙面半分を使って大きく発信されました。 

         春はすぐそこまで来ています。学校ではインフルエンザの流行が気になると

ころでございますが、お互いが健康に留意し、この冬を乗り越えたいと思って
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おります。 

         以上で、報告を終わります。ありがとうございます。 

 

村山委員長    ほかに委員のかたがた、御感想等ありましたらお願いします。 

 

麻植委員     今月１月はクレアホールが草津に移管されたことで、何度もクレアホールに

足を運ばせていただきました。教育長からもありました６日の式典、１２日の

成人式、そして、２５日の市民文化祭も行ってまいりました。その中で、いろ

いろ感じたことは、この２館を指定管理者である、コミュニティ事業団がトー

タルで見てくださるということなので、２館を生かした形で草津の文化を今年

から始まるそういう年に是非していきたいな、してもらいたいなという思いを

強くしました。 

         加えて、この文化施設の中に子どもの支援を知ってもらえるつどいの広場と

いうのが一緒にあることによって、子どもたちは自然体に幼いころから文化に

触れる機会を設けることができるのだなと思って、ここもとってもすばらしい

ことではないかなと理解できました。 

         以上です。ありがとうございます。 

 

村山委員長    ほかに、ございませんか。 

 

杉江委員     私も少し、麻植委員とかぶるところがあるかもわかりませんが、私が教育委

員として初めて経験させていただく活動が、このクレアホールの開館と、そし

て２０歳のつどいでございましたので、そこの部分で少し触れてお話をさせて

いただきます。 

         １月６日にありました草津クレアホールの開館記念式典と、記念公演に参加

させていただきました。花めぐりというその公演も大変すばらしくて、もう本

当に時間を忘れて、見させていただいたところです。 

         このホールが装いも新たに市民の皆さんの活動がより広まって、文化芸術を

通した交流、あるいはまちづくりの拠点となることをこれから期待するところ

でございます。オープンセレモニーの後、施設内覧会をしていただきました。

そこで今、お話にもありましたようにリハーサル室が並んでおりまして、その

奥につどいの広場という場がございました。準備がまだ進めておられるという

お話を伺いましたのですが、既に親子でのかわいい子どもの写真が掲示してあ

りまして、何かこうわくわくするような表示が表の方にありました。中にはま

だちょっと入れなかったのですけれども、未就園児の親子活動の場がこういっ

た文化施設の中でも、一角を借りて人と人が行きかう場で繰り広げられるとい
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うことに、こういった活動の充実を願っておりました一人として、大変喜びを

感じたところです。 

         南草津駅の近くという地理的なことですが、草津市ではどうしても未就園児

の活動の場というのが、どうも市中部に偏っているなというふうに以前から思

っておりまして、南草津駅周辺の方のこういった場での充実というのは大変、

大事なものではないかなということを感じました。 

         私が、幼稚園に勤務していたときもそういった未就園児の活動を幼稚園でも

しておりました。親子通園での活動は、その在園する子どもたちにとっても、

とても大事なので、そういった部分での、それはここの場ではちょっと違うか

もわかりませんが、人と人との通い合う場となることを願っているところです。

セレモニーとか、式典とか、運営、それから諸準備を進めていただきました職

員の皆様がたの努力に感謝したいなと思いました。 

         そして、２０歳のつどいにも参加させていただきました。案内をもらいまし

た時、実行委員のメンバーの中に、幼稚園にいた子どもの名前を見つけて家に

帰ってからすぐアルバムを広げて見て探してしまいました。当日は、本当にす

ばらしい成人式、成人のつどいでしたし、若い力のパワーと、それから映像も

とても凛とした雰囲気が表れていてよかったなと思いました。幼児期に携わっ

たものの一人として、すばらしい成人のつどいができたこと、ちょっと胸をな

でおろしていたところです。 

         会場を出まして、保護者さんに１５年ぶりに出会いまして、ともに成人を喜

び、近況を話す機会ともなって、私もすごくパワーをもらったなと思っていま

す。 

         最後ですけれども、毎年、京都新聞社主催の「お話を絵にするコンクール」

というのがあります。保幼小学校１、２年生、そして３、４年生、そして５、

６年生という学年にわたっての選定図書というのがございまして、それを読み

ながら感性を揺り動かせて表現活動であらわすというような、そういうコンク

ールがあります。今年度ですね、学校賞に玉川幼稚園の方が受賞されたという

ことをお聞きしました。京都のイオンの方で授賞式があったようでございます。

一昨日というふうに聞きました。 

先生がたの日ごろからの、幼児の読書活動、そして表現活動と、その指導が

認められた結果だと喜んでおります。 

         ちょっと何点かにわたってしまいましたが、以上でございます。 

 

村山委員長    ほかに、ございませんか。 

         では私から。先週金曜日２３日と、本日、午前中２回にわたって、こちらに

いらっしゃる谷川先生が講師を務められました山田小学校での、薬物乱用防止
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に関する授業をちょっと見させていただきました。 

         先週の１回目は薬の基礎知識、薬全般に関してで、きょうの２回目は、薬物

乱用防止というところに焦点を絞ってということで、先生の教えてらっしゃる

大学の学生さんも何人か手伝いにきてくださったり、一緒に授業に参加してく

ださって、子どもたちも大変熱心にというか、すごく興味津々という感じで授

業に参加してくれていました。 

         きょうは、文科省の学校健康教育課の北垣先生というかたも一緒に授業を聞

いてくださって、その後に学生さん、それから薬剤師さんなどを対象に文科省

の方針ですとか、具体的な方策ですとか、いろいろそういうことも含めてちょ

っとした講義というか、してくださって、それを一緒にちょっと聞かせてもら

いました。 

         ２日間を通して、薬がどういうふうに自分の体に影響するのかということを、

子どもたちにわかりやすくパワーポイントですとか、ちょっと特別な体の臓器

を書いたベストを活用されて、視覚に訴える授業、とてもわかりやすくて子ど

もたちにも多分、こんなふうに薬が自分の体に入ってくるのかというのがよく

わかったんじゃないかなと、私にもよくわかりました。改めて感じた部分があ

りました。 

         北垣先生の話もありましたけども、本来は供給を断つのが一番効果があるん

だけれども、それはやっぱり現実としてなかなか難しいこと考えるとやっぱり

いかに需要を断つかというところで、こういう小さい世代からの継続した教育

が効いてくるというか、意味をなすということをおっしゃっていて、薬物は怖

いんだよとおどすだけではなくて、怖さを伝えるだけではなくて、いかにそう

いう場合になったときに断るか、どうやって断るかというのを具体的に、例え

ば、きょうでしたら学生さんがちょっと前で、ちょっと子どもにわかりやすい、

ジョークも交えながら、実際に断る場面見せてくださってるというのは、私に

とっても新しい発見というか、ただ怖いものを示すだけではなくて、具体的な

イメージとしてああいうふうに断ればいいんだと記憶にそういうふうに持って

もらうという部分で、子どもたちにもわかりやすかったんじゃないかなという

ふうに思いました。 

         ただ、それだけではなくて、断ったうえで、更に具体的に薬に頼らないで、

いかに困難に打ち勝つかということをつき詰めていくとやっぱり生きる力とい

うのが大事になるということを先生の講義でもおっしゃっていましたけれども、

つき詰めていくとやっぱり薬物どうこうだけではなくて、生きる力というのは

喫煙ですとか、いじめですとか、全てのことにもかかわってくるというところ

で、やっぱり先生がた、家庭全体の普段からの心がけが、全部にかかわってく

るんだなということがよくわかりましたし、今回は、授業参観も兼ねてのこと
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でしたので、たくさんの親御さんたち見に来てくださってたので、また家庭に

帰ってもそういう話が聞けるんじゃないかなというふうに思いました。 

         こういうのは継続してどんどんこれからもやっていっていただけたらいいな

というふうに思いました。 

         以上です。 

 

谷川委員     ちょっとだけ。幾つか、利用させてもらって、その成果物を２月１１日にイ

オンモールで１時から４時までコーナーをもらいましたので、山田小学校や志

津小学校の子どもたちが書いてくれたものを展示して、草津警察署と共催でや

ります。もし、時間があればのぞいていただけたらというふうに思います。 

         あと、外遊び体育遊具協会というのが、施設を持ってまして、ちょっと社長

と知り合いで見に行ったんですけど、あれはすごい施設ですね。外遊びだけで

屋根があるんですけれどもね、そういうところを活用して、１歳、２歳の子が

１メートル半か２メートルぐらいの高さのところをよじ登っていくんだと、落

ちても下がクッションがあるので、けがはしないというすごい施設があったの

で、そういうふうなのも活用できたらいいのかなと思って見せてもらってきま

した。 

         以上です。 

 

教育長      すみません、１つ付け加えて、よろしいですか。 

         先ほどの、お話を絵にするコンクールで、話がございましたが、実は小学校

でも受賞がございまして、志津小学校と山田小学校が学校賞をいただきました。

読書活動とつなげての表現活動ですので、草津市の取組としては非常に、この

賞をいただいたことをありがたく思っています。 

         以上でございます。 

 

杉江委員     総なめでございますね。 

 

村山委員長    ほかに、よろしいですか。 

         それでは、「教育長報告」につきましては、以上で終わらせていただきます。 

 

 

        ――――日程第４―――― 

 

村山委員長    次に、日程第４、「報告事項」に入ります。 

         事務局より、御報告願います。 



 

8 

 

 

教育施設整備室長   それでは、報告事項の一番目といたしまして、「（仮称）老上第二小学校建 

設工事について」、報告させていただきます。 

         教育施設整備室の吉川でございます。よろしくお願いします。 

         ２ページをお開きください。 

         こちらにつきましては、去る１月２３日の臨時議会におきまして、契約案件

といたしまして、建築の校舎他部分と電気設備、機械設備の３件が議決をいた

だきまして、近々地元の説明会を入らせていただいて工事着手となる見込みで

ございます。 

         体育館部分につきましては、今、入札中でございまして、近々の入札予定で

業者を決定していく予定でございます。 

         これらの建築、電気、機械の工事監理につきましては１月２０日の入札がご

ざいまして、株式会社東畑建築事務所の方が決まりましたので、こちらの方で

工事監理をしていくことになります。 

         工事部分につきましては、工事期限が２８年の２月２９日ということで進め

てまいります。工事内容につきましては、記載のとおりでございます。 

         監理部分につきましては、委託の期限を２８年の３月７日といたしまして、

こちらの監理業務を進めていく予定でございます。 

         以上でございます。 

 

生涯学習課長   続きまして、報告事項２、「しが県民芸術創造館の移管に関する覚書の締結

について」、並びに報告事項３、「しが県民芸術創造館の移管にかかる無償譲

渡契約等の締結について」、関連いたしますので、一括して、生涯学習課の奥

谷が御報告申しあげます。報告書の３ページから１５ページでございます。 

         去る１月１日付で滋賀県からしが県民芸術創造館に移管を受けまして、草津

市立草津クレアホールとして開館いたしましたが、移管に当たり、滋賀県知事

と草津市長との間で移管条件に関する覚書並びに無償譲渡契約等を締結いたし

ております。 

         覚書につきましては、滋賀県から本市に対して施設の移管に際して講じられ

る条件を定めたものでございます。具体的には、滋賀県としても文化芸術事業

を実施していただくことや、移管推進交付金を３年間交付いただくこと、また

技術的な支援として、滋賀県から実績のある職員を派遣いただくことなどの支

援いただく条件を明記しております。 

         続きまして、報告書５ページをお開きください。 

         こちらからは、しが県民芸術創造館の移管にかかる無償譲渡契約等の締結で

ございます。この契約につきましては、滋賀県が所有されていたしが県民芸術
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創造館の土地や建物、敷地内の物品等の一切を本市に対して無償で譲与される

ことについて同意に達したことを証明するものでございます。なお、土地の所

有権移転、登記につきましては、この契約に基づき平成２７年１月５日付で登

記手続が完了しております。 

         以上、簡単ではございますが、御報告とさせていただきます。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の髙岡でございます。 

         報告事項の４点目、インフルエンザの流行による幼稚園、小中学校の臨時休

業の状況につきまして、報告書の１６ページを御覧いただきたいと思います。 

         インフルエンザ流行の時期がやってまいりまして、現在の状況を取りまとめ

た表でございますが、１６ページの上段の方が閉鎖された学級数、下の段の方

がインフルエンザの罹患者数ということで、昨年度と今年度の状況をまとめて

おります。 

         いずれも昨年度よりも今年度の方が流行の方が早い段階から増加の傾向にご

ざいまして、１月１４日現在で１月の学級閉鎖数のクラス、罹患者数は２８６

人ということでございましたが、先週かなりの発症がございまして、１月２３

日、金曜日現在で学級閉鎖のクラスが３１クラス、罹患者数が６９３人という

ことで、先週末時点で昨年度の数字を上回ってるような状況になっております。 

         県内の状況といたしましては、１月７日にインフルエンザ警報が発令されま

したので、速やかに各幼稚園、小中学校に対しましてインフルエンザの感染防

止拡大についての注意喚起の文書を発出いたしましたが、先々週、その後の次

の週の状況で湖南地域でかなり流行しているということでございましたので、

１月１６日付で再度、感染拡大防止についての文書を流しております。 

         今後も引き続き、流行が予測されますので状況把握に努めますとともに適切

に対応いただくように学校、県とも連携をとりながら対応してまいりたいと思

います。現在の状況として御報告申しあげます。 

         以上でございます。 

 

教育総務課長   続きまして、報告事項５、寄付受け入れ報告につきまして、教育総務課、山

本から御報告申しあげます。 

         １７ページをお開きいただきたいと思います。 

         このたび、北島敬子様から志津幼稚園に対しまして、収納庫、アンプ内蔵プ

レーヤー、パイプテントを御寄付いただきました。また、志津地区保育振興会

様からは、志津幼稚園に対して、かんたんテント、また、常盤学区教育振興会

様から、常盤幼稚園に対しまして、ままごと小屋をそれぞれ御寄付いただきま

したので、御報告を申しあげさせていただきます。 
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         以上です。 

 

村山委員長    ありがとうございます。 

         ただいまの報告事項につきまして、御質問等はございませんか。 

 

麻植委員     御報告２のしが県民創造館の移管に関する覚書についてなんですが、第４条

の中の２番目ですけども、文化事業費というのはどういうところから参考にさ

れたのかちょっとお聞かせいただけたらと思います。 

 

生涯学習課長   生涯学習課の奥谷でございます。 

         今、おっしゃっていただきました２項のこの文化芸術事業、年額ほぼ１００

万円規模の事業という形になっておりますが、しが県民芸術創造館は、以前は

草津文芸会館という名前になっていたかと思うんですが、滋賀県の方ではこの

文芸会館というものが草津以外にも、あと４館ございました。例えば、今、あ

いこうか市民ホールになっています水口でありますとか、八日市といったとこ

ろに地域館として文化芸術会館が設置されておりまして、そのうちのもう既に

４館につきましては、平成１８年度にそれぞれの所在する他の市の方に移管を

されています。 

         今回、１館だけ残っていたこちらのしが県民芸術創造館が草津市の方に移管

されたという経緯がございますので、このときに定められましたソフト事業を

継続して県のソフト事業を継続して行うということで、５００万円規模の事業

をということで同じ条件のもと、草津市の方でも設定をいただいております。

なお、うちの県の方に依頼しておりますのは、市の事業と重ならないように、

ただ、県民のかたが、御利用いただけるような多様なすばらしい事業を展開し

ていただけたらなということで、御要望を申しあげてるところです。 

         以上です。 

 

麻植委員     もう１点、物品譲渡契約書の内容なんですけども、創造館を２０年以上、建

てられてから、文芸会館の建てられて２０年以上たっていますので、物品内容

も本当に昭和６３年からのものもあります。この契約が終わったんで草津にき

ました。それで草津で、はい、全てが終わったのでよろしくという形ではなく、

本当に２０年間をたった建物だということも含みながら、少し長期的にクレア

ホールを見続けてあげたいなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願

いします。 

         以上です。 
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村山委員長    ほかに、御質問はございませんか。 

 

谷川委員     インフルエンザのことで、ちょっとお聞きしたいんですけども、学級閉鎖は、

学年で言えば高学年が多いですか低学年が多いですか。その辺、もしわかった

ら。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の髙岡でございます。 

         特に、どの学年がというようなことはないんですが、比較的、小学校も中学

校も低学年の方が多いかなというふうな状況がちょっと見て取れるなかという

ことでございます。 

         あと、もう１つ、こちらの方から学校現場の方に注意させていただきたいの

は、何年か前に学級閉鎖の期間数は一応３日から５日って決まっているんです

けれども、その３日というのを３学期ですので、教育課程の話もございますの

で、できるだけ早く来ていただくようにというようなことで、やられた関係で

少し連鎖的にずっとどこかの学校が閉鎖してるというふうなこともありました

ので、谷川委員さんおっしゃったように、学年が重なった場合とかは少しこち

らの方からも、アドバイスをしながら長目にやっておればというようなことも

言っていかないといけないかなというふうに認識しております。今のところそ

ういった状況は見られておりません。 

 

村山委員長    ほかに、ございませんか。 

         では、以上をもちまして、本日の議事は終了となりますが、ほかにございま

せんか。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の髙岡でございます。 

         机の方にお配りいたしておりますピンク色のチラシでございますが、草津市

の駅伝競走大会のイベントを行っておりますが、今回で第６０回目ということ

で、草津市制６０周年の関連事業として２月の１５日、立命館大学のびわこ・

くさつキャンパスのクインススタジアムというスタジアムで開催を予定してお

ります。 

         今回は、例年どおり、中学生男子の部、女子の部、地域対抗の部、一般の部、

小学生の部というのに加えまして、草津３世代駅伝の部ということで、各学校

の方にお願いをしまして、親世代、子ども世代、孫世代でクインススタジアム

の４００メートルのトラックをリレー形式で走っていただくというようなこと

を企画しておりますのと、協賛企業の方で給食センターの方の調理洗浄業務を

お願いしております富士産業さんの方から、御協力いただきまして当日会場内



 

12 

 

でキッチンカーという料理ができる車で、持ってきていただきまして豚汁の提

供をさせていただくということで企画をいたしております。 

         ２枚目の方には実施要綱等も参考に付けさせていただいておりますが、寒い

時期ではございますが、お時間ございましたら教育委員会の皆様にも当日の様

子を見に来ていただきたいなと思っております。お知らせをいたします。よろ

しくお願いします。 

 

生涯学習課長   続きまして、３枚目、同じくピンク色の桃色の用紙でですね、俳句入門講座、

生涯学習課の奥谷の方から、お知らせさせていただきます。 

         草津市は、俳諧の祖と言われる山崎宗鑑の生誕の地でありますことから、俳

句のまちづくり事業を推進しています。その一環として、俳句を気軽に親しみ

関心を高めてもらおうと平成１９年度から、初心者向けの俳句入門講座を開催

しております。昨年度は参加者が２７名おられました。今年は先週末で既に１

７名の応募があります。こちらの講座終了後、今まで有志のかたで新句会等を

立ちあげられておられますが、実は、なかなか俳句の後継者がいなくてですね、

既存の句会が減りつつあるのが現状でございます。次世代に俳句文化を継承し

ていくため、また、ふるさと草津に愛着を持っていただくためにも、こういっ

た講座を開催しながら、工夫してですね、広めていきたいなと考えております。

また、よろしければのぞいていただければなと思います。 

         以上です。 

 

村山委員長    ほかに、ございませんか。 

         それでは、これをもちまして１月定例会を終わらせていただきます。 

         次回は、２月２５日水曜日、午後６時から、定例会を開催する予定ですので、

よろしくお願いいたします。 

 

閉会   午後 ３時８分 


