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○８月南倉庫完成 

自治会長  岡田 融 

東日本大震災の傷あとは深く大

きく、現地では震災で失われた日

常を取り戻したい努力が懸命に続

けられています。蘇る日をみんなで支援し、見守りたいもの

です。その後も台風などの災害が頻発し、政変もあって、丌

安定な世情が続いています。 

 さて私たちの衣川台では、Ｈ23 年度活動は丌慣れながら

も徐々に前進しています。春祭りに続き夏祭りも、皆さんのご

協力で大いに盛上がり、地域の絆を熱く感じた大きなイベン

トでした。 

 また衣川台年次計画

の中で、前年度からの

継続取組頄目の一つ

「北倉庫」の大津市へ

の返還要求に対応して、

南自治会館西隣の旧墳

丘跡を整地し、そこに

新倉庫の完成と移転を

以って、永年利用した

北倉庫の貸借期間は満

了し、8/E 付で返還を

完了いたしました。 

ただ関連する案件とし

て、ビッグパワーテント

を収納する倉庫の建設

については、大津市と

の間に安全性、手続上

などから交渉が二転三

転する経緯があり、８月

下旬に至りやっと決着して、

南公園内の藤棚横に着工 

(９月下旬完成予定 )の運び

となりました。 

 夏祭りの前後、パワーテン

トの設営と仮撤収に際して

は沢山の方達のご尽力を頂

き有難うございました。工事

中はご丌便をお掛けしてい

ますが、ご理解とご了承を

得たいと存じます。 

 このあと学区体育祭をはじめ、まだまだ活動頄目は残っ

ていますが、役員一同任務に励んでおります。今後ともみな

さまのご支援ご協力を重ねてお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

○５月２２日 

会議テーブルの寄贈セレモニー 

 

衣川台老人クラブ„み

どり会‟、衣川台オアシ

ス公園愛護会より、会

議用テーブル„折りた

たみ式‟２０脚を寄贈し

ていただきました。こ

のあと大切に使わせて

頂きます。 

 

○６月吉日 

南自治会館ネームプレート寄贈 

 

元自治会長の軌丸 真行 

様„仰木の里在住‟のご好

意により書家の堀田 紫香 

様の揮毫により陶板を作

成、寄贈いただきました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

○６月２０日 

南自治会館の公園への階

段灯設置 

 

野間 様より 

寄贈されました。 
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8/20 (土)  衣川台夏祭り 

衣川台住民の皆さんが一同に集い、共に楽しむ 

恒例のビッグイベント「衣川台夏祭り」を、今年も沢山 

の方々に参加いただき、盛大に開催いたしました。 

夏祭りに先立ち、みどり会の地蔵盆での読経や、子 

ども会とのふれあい行事も賑やかに行われました。 

自治会長の「がんばろう日本！がんばろう衣川台！」 

の発声でプログラムがスタートしました。 

 
勇ましい「太鼓の打ち鳴らし」、親しみやすく、為に

なる｢防災替え歌｣、マジックの秘技、華麗な「フラダン

ス」と続き、江州音頭では楽しい踊りの輪が広がりまし

た。 

傍らの模擬店で

は、自主防災部と囲

碁同好会のドリン

ク店、香ばしい匂い

の自治会のお店に

も沢山の人の列が

連なりました。 

 途中、雨が降り出

しましたが、ビッグ

パワーテントの効果バツグンで、進行に支障なくお陰さ

まで無事終了いたしました。当日ご参加の皆様、設営や

撤収にご協力頂いた方達、お疲れ様でした。そして有難

うございました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協力のお礼 

ご寄付をいただきました。 

 

„株式会社‟もなみ    様  曽根 喜幸 様 „１1組‟ 

税理士事務所 織戸 英信 様  田中 正彦 様 „11組‟ 

 

 

まつりから拾った宝石 

     みどり会 会長 山口信治 

 鉄骨同士をつなぐ鋲とそれを締めるナットから巨大な

建物ができ上がっている。その小さな穴と接合手の鋲と

ナットの絶妙な技が夏祭りの主役たちであった。 

この夏祭り最大

のプロジェクト大

天幕の組み立て

に参加できてパ

ーツの穴とそれを

繋ぐ鋲とナットの

接合の物語にあら

ためて感服した次

第である。 

大過なくこの夏の祭りも終わった。しかし８月１８日から

の三日間、いや４日間の準備の共有できた時間、まさに地

域の力„緑＝えん‟は筆舌に尽くしがたい感がする。 

当日心配していた雤の中、定刻には３〃４十人の子供た

ちがみどり会の会員が住職のお出でを待った。 

２時１５分しずかな読経が始まり仏陀が説く説教の一つ

がマイクを通して

園内を流れた。手

を休める者、手を

あわせる者、この

姿に地蔵盆の本

義が見出せた思

いがする。この地

蔵盆を仕切るの

が地元老人クラ

ブみどり会の務

であり、宗教的意味はもとより、地域をつなぐ鋲とナットの

役割を演じていると改めて感得した。巨大プロジェクトの

心的風土、同士をつなぐキーマン、今日言われて久しい

“地域力”、例の穴と鋲とそれを止めるナットの妙な技、そ

れが発揮される日の真近いのをボクには見えた？ 

最後にお地蔵さまにお供えくださったお参り人と供物・

金品などなど、会を代表してお礼と感謝の意を表します。

ありがとうございました。後日住職様のおくさまにお賽銭

と一緒に自治会よりのお礼をもうし添えて円城寺を後に

した。が頭から例の鋲とナットと穴が妙に離れない。住民

同士をつなぐ“まつり“の宝石なのかも 

 

 

文体部よりお知らせ 

 

ソフトボール大会 5月 29日に開催されました。 

バレーボール大会 6月 19日に開催されました。 

成績は３位入賞です。 

仰木の里学区市民運動会 10月 9日„日‟に開催されます。 

 出場選手募集中です。9月 16日締切です。 
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ふれあい推進連絡会 
 

 住民相互のふれあいの推進を図る目的で、自治会役員

と自治会傘下の各種団体の代表者が一堂に集まり、活動

内容を紹介し合い、他の団体の活動に関し理解を深め、

協力関係を親密なものにするための初めての試みとし

て「衣川台ふれあい推進連絡会」を開催しました。今年

度自治会の重点取組み事項である「住民相互のふれあい

を深める」の具体的活動です。 

 第１回は、５月 22 日に自治会役員と９つの自治会傘

下団体（自主防災部、子供会、老人クラブ（みどり会）、

オアシス、公園愛護会、育自サークルたまて箱、エアロ

ビック、謡曲同好会（松韻会）、囲碁同好会）の代表者、

それにオブザーバーとして民生委員が一堂に会しまし

た。傘下団体からは活動内容の紹介と他団体への要望・

提案などが、自治会からは傘下団体の定義・特典の説明

と自治会館の使用上の注意事項の説明がありました。出

席者からふれあいを推進するための様々な意見が出て、

予定の時間を越えてしまいましたが意義のある会合で

した。 

 第２回の７月９日には、夏祭りに参加する傘下団体の

代表者に集まってもらい、夏祭りの準備のための打合せ

をしました。 

 ６月に傘下団体として、

「太鼓倶楽部」が新たに

加わりました。 
 

 

 

 

 

すっきり、きれいになりました 

 草の成長が早い梅雤の時期に、天神川清掃„６月 19日‟ 

と琵琶湖一斉清掃„７月３日‟を行いました。住民が力を合わ

せ、汗を流すことによって衣川台とその周辺がすっきりし、き

れいになりました。ご協力ありがとうございました。  

ご自分の家の周りは日頃から清掃をしてきれいにしてい

ただいていますが、離れたところも住民で協力し合い、衣川

台全体をきれいにしていきたいものです。これからの予定は、

天神川清掃„第２回‟が 10 月 23 日„日‟、衣川台年末清掃が

12月中旬„詳細未定‟です。ご協力をお願いします。 

 

天神川清掃„第１回、６月１９日‟ 
天神川を美しくする会„天神川流域の衣川を中心に仰

木台、天神山、衣川台、昭和園、堅田第一、柳田の７自治会

で構成‟の第１回清掃が６月 19 日にありました。衣川台は

天神川の南側歩道の明神橋から JR 高架下先までが担当

区域です。 

 公園愛護会や前年度

自治会役員の方々も多く

参加いただき、約 40名の

参加者が約１時間汗を流

しました。歩道がすっきり

して、歩きやすくなりまし

た。 

 

 

 

 
 

琵琶湖一斉清掃„７月３日‟ 
琵琶湖を美しくする運動実践本部„事務局：大津市環境

政策課‟の呼びかけによる琵琶湖一斉清掃が７月３日にあ

りました。 

早朝８時からの清掃作業に 335 名„うち子供会小学生

39 名‟もの多くの方々に参加いただきました。出したゴミ

の量は、草などの透明袋 254袋、土のう袋 18袋でした。衣

川台全体がすっきりし、きれいになりました。 

 

 

環境保全部よりのお知らせ。 

 

市街灯及び防犯灯の丌点灯について 

丌点灯を発見された場合、下記にご連絡ください。 

板花(10組) 573-1796 

市の道路管理課 523-1234„内線 4011‟ 

  528-2782„直通‟ 

次の３点をお知らせください。 

① 市街灯番号・防犯灯番号„別図参照‟ 

街灯の柱にある番号が無い場合は、②設置場所を出来

るだけ詳しくお知らせください。 

② 設置場所„○丁目○番◎号の○宅前‟ 

③ 連絡先„修繕の際、場所などが丌明の場合の連絡先‟ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

市街灯 

 ○ﾏｰｸ 

１１ 

  ・ 

１２２ 

防犯灯 

 ○ﾏｰｸ 

１８１ 

   ｜ 

２２ 

大津市 
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防災部よりのお知らせ 

 
 

防災部員（衣川台住民）の皆様にはいつも活動にご協力い

ただき有難うございます。 

今年度は部長に加え、活動員リーダと統括班長が揃って交

替したことを機に、今までとは少し異なる下記取り組みを

年度活動計画に織り込み、順次推進中です。 

・安否確認グループによる共助、活動員による共助の２本

柱の強化 

・マニュアル作り・マニュアルファイル全戸配布による、

活動員・グループ員防災活指針・知識・技術の明確化・

共有化・活動合理化見直し 

・新活動員募集による大幅増員 

・災害時要援護者支援体制の確立 

これらは今までほぼ順調に計画通り推進出来ており、活動

員募集については６～７月にかけて熟年層の１３０世帯

に活動員参加の呼びかけをさせて頂いたところ、２２名の

方々に応募頂き、大変嬉しく思っています。これにより活

動員総数は５８→８０名となりました。 

一通りのマニュアル作成とファイル全戸配布は、９月２５

日実施予定の衣川台全体防災訓練までに行なう予定です。

作成と配布の関係者には大変ご苦労を掛けますが、よろし

くお願いします。「全戸配布してもあまり見ないでしょう」

という人もいますが、防災のお守り代わりに、必ず取り出

しやすい所に保管頂き、年に２～３度はご自身に関係ある

ところだけでも見て頂き、防災活動に役立ててほしいです。 

９月２５日の全体防災訓練は、第１・２Ｇは各組道路上で

バケツリレーと担架搬送訓練、第３～６Ｇは例年並みの安

否確認後、第１・２Ｇの訓練見学を予定し準備中です。 

このグループによる防災訓練は、防災部として初めての取

り組みで「グループによる共助強化」のため是非とも成功

させたく、Ｇ員および活動員の皆様のご協力を希望してい

ます。過日行なわれた衣川台夏祭りは、あいにくの雨天に

かかわらずビッグパワーテントと各方面の関係者や住民

のおかげで、一体感のある良い夏祭りでした。防災部なま

ずＧが披露した「備えをしよう」の替え歌は大変良く出来

ていて、今後部歌として機会あるごとに歌い続けたいと話

し合ったことでした。 

 
総務部よりのお知らせ。 

○募金ありがとうございました。 

緑の募金  50,618円 

赤十字の募金 44,111円 

 

 

○８月「大津市への要望事

頄」に関わる工事 

かねてより要望していた、「衣

川２－１３－１４側溝が破損、老

朽化」の補修依頼は補修工事

が完成しました。 

 

 

 

○８月コピー機の新機種の導入 

 

旧コピー機の性能劣化が進み、利用

者にご丌便をかけておりましたが、

この度自治会役員会で新機種の導

入を決定しました。8月 26日利用さ

れる関係者に新コピー機の説明会

を催しました。 

 

 

○９月１９日 

仰木の里学区敬老会が仰木の里市民センターで開催されま

す。„衣川台対象者１６８人‟ 

 

退会の方   入会の方  

西本 幸造 様„4組‟ 保積 雄介 様„11組‟ 

三上 和彦 様„5組‟ 部
へ

谷
や

 智
さとし

 様(3組) 

 

おくやみ  小島 定幸   様の実父„12組‟ 5月 10日 

青野 正吉  様„4組‟ 5月 23日 

      安江 孝俊   様„15組‟ 7月 11日 

      四方 明     様„11組‟ 7月 26日 

      清水 美都子 様(8組) 9月 2日 

編集後記 

冬号、夏号と半年を経て、季節も変わり記事の内容も変わり

つつありますが、一般自治会員の「つぶやき」なんでも結構

です、記事をお待ちしております。 

出来ればメールに

てお願いします。 

 

パソコンメール ndr911542jp@yahoo.co.jp  

携帯メール  ndr911542jp@ezweb.ne.jp  

 

衣川台自治会のホームページ 

http://www.kinugawadai.com/ 

mailto:ndr911542jp@yahoo.co.jp
mailto:ndr911542jp@ezweb.ne.jp

