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体を動かしたい方大歓迎！

50代・60代の方活躍中！

守山市今宿二丁目４番37号

就業場所：滋賀県内全域

守山タクシー株式会社

応募資格：18歳以上、要普通自動車免許

巡回警備

施設警備

保安警備

雑踏警備

土地・建物の事なら
お気軽にお問い合わせ下さい！

交通誘導警備

介護タクシー
こどもタクシー

100％のサービスと安全を目指します！

随時警備員募集！

株式会社 岩崎地所

梅田スカイビル・テナント募集中

ＪＣ−ＡＩＤの活用方法
１．「ＪＣ−ＡＩＤ」を全国の家族や事務所に１個ずつ常備いただき、購入の際に日本ＪＣに保管地区と保
管者のメールアドレスを登録。
２．発災した際は…… 被 災 者：自ら使用
被災地以外：事前に登録されたメールアドレス等に送付先をお知らせしますので、
指定された被災地または支援物資集積基地に発送してください。
３．集積された「JC-AID」は迅速に被災地にお届けし、地元の青年会議所を中心に被災地に届けられます。

徳パックホームページアドレス

ＪＣ−ＡＩＤとは、日本青年会議所が提唱する新発想の災害支援システムです。
災害時に物資を効率的にお届けするため、「災害支援物資パック」を常備するネットワークを構築しています。
被災者の方は自ら使用し、被災地以外の方は支援物資として発送できる緊急支援物資備蓄パックです。

BUY made in TOHOKU

http://jc-aid.org/

公益社団法人日本青年会議所は、各地青年会議所の青少年事業と合わせて、道徳心
を育む運動 「徳育ゼミナール」を実施しています。子ども達や大人に、改めて生か
されていることへの感謝を考えていただき、多くのつながりの中で自分がいることを
認識し、日本人であることへの誇りを感じてもらいます。徳パックはセミナー開催用
ツールで学校の授業や自治会などでもお気軽にお使いいただける内容がパックになっ
ています。ワークショップを通じて命の大切さ、地域の徳目について熟議できる内容
がパックになっています。

http://www.jaycee.or.jp/2013/global/?page̲id=84

JCI NOTHING BUT NETSキャンペーン〜アドレス

http://buy-made-in-tohoku.net/

ショッピングモールアドレス

JCI（国際青年会議所）と国連基金との共同事業でマラリアの蔓延防止・撲滅
のために世界中で募金活動を行っています。
アフリカ難民の死因の一番の原因であり、一日に三千人が犠牲になっている
と言われています。蔓延防止・撲滅のため防虫処理が施された蚊帳の中で就寝
することがマラリア感染予防に最も効果的な事から、アフリカの５歳以下の子
供を持つ家庭に蚊帳を配布し、その命を助ける事を目的としたキャンペーンを
行っています。

新しい「震災後」という時代に向けて継続的に被災地への復興支援活動を行っています。被災地への
支援を長期的にみた時に何が必要か。それは被災地の経済が良くなること以外にはないという考えのも
とに、その活動の一つに被災地の特産品の販売や施設利用を通じて経済を活性化する目的のために開設
された「BUY made in TOHOKU」というショッピングモールを運営しています。被災地の良い商品、
サービスを利用してみてください。
ホームページ、フェイスブックページでもご覧いただけます。

ＪＣ−ＡＩＤアドレス

「徳育ゼミナール」

道徳心を育む運動
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守山青年会議所前に
は、募金用の自販機
を設置し、売上金か
ら募金できる活動を
行っています。

被災地の経済支援を！
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本年︑私たちは﹁覚悟
ある行動が未来を変える
魅力溢れる守山へ﹂を
スローガンに掲げ︑まち
への思いを深める取り組
みや︑市民自らが自発的
にまちづくりに参加する
心を育成する活動を展開
し︑このまちの未来に確
かな希望を︑そして子ど
もたちが輝き溢れる夢を
抱けるよう会員一人ひと
りが行動に移してまいり
ます︒
本年も皆さまの変わら
ぬご支援︑ご協力をお願
い申し上げまして︑年頭
のご挨拶とさせていただ
きます︒

予定されています︒
さらに︑今年は︑６月
２日に野洲川大改修の暫
定通水から 周年を迎え
るとともに︑９月 日に
琵琶湖大橋が開通 周年
を迎えます︒９月６日に
は︑日本青年会議所滋賀
ブロック大会が守山市で
開催され︑滋賀県中の若
人が守山に集結します︒
これらを機に︑より一
層︑活力のある﹁住みや
すさ日本一を実感できる
まち守山﹂を目指して︑
守山青年会議所の皆様︑
そして市民の皆様ととも
に︑具体の取組みを進め
る一年としたいと考えて
おります︒
本年も何卒よろしくお
願い致します︒
35

歴史を作るのです︒その
結果として︑この守山で
住む人々から︑﹁守山が
大好き︑このまちで住み
続けたい﹂という声が自
然に聞こえ︑﹁笑顔﹂や
﹁やさしさ﹂がまちにあ
ふれたらなら︑どんなに
素敵だろうかと思ってい
ます︒

我々は未来を担う子ど
もたちに︑この魅力ある
地域環境や地域素材を存
分に活用しながら︑五感
によって学ぶ機会を創る
べきではないかと考えて
います︒その体験によっ
て得られた学びこそが豊
かな人間性や感受性を育
み︑生まれ育ったまちを
愛する心に必ず繋がると
思うからなのです︒未来
を担う子どもたちの成長
を願うとともに︑この我
がまち守山の未来の為︑
常にまちの魅力について
考え︑より根差した運動
を展開してまいります︒

10

体験によって
学ぶ機会

を愛する心を深めてもら
いたいと願っています︒
メディアを賑わす話題
公益社団法人 守山青年会議所
は不安をあおるものばか
りですが︑せめてこのま
二〇一四年度理事長
ちを愛する心だけは強く
持っていたいものです︒
会員一同心より御礼申し 親の背中で子は育つとよ
く言われますが︑置き換
上げます︒
えると︑先人の背中を見
生まれ育った
て地域は育つのではない
まちを愛する心
でしょうか︒
このような時代だから
こそ︑私たち一人ひとり
が今出来ることを考え︑
自分なりに率先して行動
に移すことが大切ではな
いでしょうか︒それは最
少単位の家族でも︑地
域︑学校︑会社︑友人と
の間でも同じです︒全て
の人は繋がっていて︑そ
の行動はいつか自分に
返ってくるもの︒それが
人の心であり︑まちを愛
する心ではないでしょう
か︒
利己ではなく︑利他の
心を持って行動するので
す︒そのような私たちの
行動が﹁今﹂をつなぎ︑

新年明けましておめで
とうございます︒市民の
皆様におかれましては︑
平成 年の新春を健やか
にお迎えのことと心より
お慶び申し上げます︒
守山市は︑日本全体が
人口減少の中︑昨年 月
に人口８万人を突破し︑
順調な発展を遂げており
ます︒本市がこのように
﹁住みやすい﹂﹁住み続
けたい﹂﹁子育てがしや
すいまち﹂となっている
のは︑①野洲川大改修に
より災害に強いまちと
なっていること︑②道
路・下水道等の都市基盤
がしっかり整備されてい
ること︑③琵琶湖とゲン
ジホタルなどの自然環境
の豊かさ︑④JRで京都
26

守山が好きですか？と
聞かれて︑皆さんはどう
お答えになるでしょう
か︒私たちが住むこのま
ちの未来はどうなるので
しょうか︒また現在の子
どもたちは昔と同じよう
に夢を持てる環境にある
のでしょうか︒そのよう
な事を感じてしまうこと
があります︒子どもたち
に何を残して行けばいい
のかを︑私たちは真剣に
考える必要があると思い
ます︒やはり子どもたち
には抱えきれないほどの
夢や希望を胸に成長し︑
豊かな人間性や感受性を
育み︑生まれ育ったまち

る待機児童解消︑昨 年 ９
月の台風 号での浸水被
害を踏まえた雨水幹線の
前倒し整備︑高齢化の進
展に対応した認知症対策
の充実やきめ細かな生活
支援体制の構築に取り組
んでまいります︒
また︑活力の観点か
ら︑歴史資源・自然資源
を活かして各学区の活性
化を図る﹁守山まるごと
活性化プラン﹂の具体化
に着手します︒２月に
は︑セルバ守山地下に
﹁食と交流﹂をテーマに
した魅力的な民設民営の
施設がオープンするとと
もに︑３月末に守山市民
球場の改修工事が完了
し︑４月 日にウェスタ
ンリーグ阪神対広島戦が

宮本和宏
守山市長

TEL ５８３−１１３０ FAX ５８３−１１２８

成人病センター近く
元 町 南 信 号 角

新年あけましておめで
とうございます︒皆様方
におかれましては︑健や
かに新春をお迎えのこと
とお慶び申しあげます︒
平素は公益社団法人守
山青年会議所の活動に対
しまして︑深いご理解と
温かいご支援を賜り誠に
ありがとうございます︒
また昨年８月に開催させ
ていただきました﹁琵琶
湖の恵み やまもりＤＡ
Ｙ！﹂では︑各種団体の
皆様︑そして事業に参画
いただきました市民の皆
様から格別のご支援︑ご
協力を賜りましたこと︑

分・大阪 分という高
い利便性︑⑤良質な教育
環境︑⑥質・量ともに充
実した医療環境︑⑦自治
会加入率 ％や伝統文化
に代表される﹁絆﹂の強
さ︑などによるものであ
り︑守山青年会議所を含
め︑先人の皆様と地域の
皆様のご尽力の賜物であ
ると感謝しております︒
本年︑守山市では︑
﹁環境センター﹂の老朽
化対策を最重要課題とし
て施設の更新に向けた取
組みを進めます︒また︑
安全・安心の観点から︑
守山中学校の改築による
義務教育施設の耐震化︑
浮気保育園の改築による
定員増︵ 名↓ 名︶や
保育ママ施設の充実によ

新年のご挨拶
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公益社団法人日本青年会議所の運動

