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２． 2４年度年間行事予定 

３． 新役員のあいさつ 

４． 傘下団体、同好会紹介 

５． 衣川台春祭り報告 

６． その他（お知らせ） 

１． 平成 2４年度 衣川台自治会新役員 

 

   

役職 役割 氏名 組 役職 役割 氏名 組 

自治会長 自治会総括 中村十規人 ５ 環境保全 ゴミ衛生、公園管理 岡村悦道 １４ 

副会長 環境保全部長 白井孝夫 １  同 街路灯、ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ 新庄 稔 １ 

 同 総務部長 牛尾定勝 １１ 文化体育 文化体育活動 丸橋伊佐男 ９ 

 同 文化体育事業部長 尻江政孝 ８  同 同 高井良浩 ７ 

会 計 経理<予算・会計> 進藤昭次 ３  同 同 小西範之 ６ 

会計監査 経理監査 岩城 悟 ６  同 同 鍋島将之 １１ 

総務部 衣川台だより 横山誠一郎 ５  同 同 小堀 浩 ２ 

 同 書記・福祉委員 田中宗幸 １０  同 同 林 裕之 １２ 

 同 掲示板、印刷機 三村比呂志 ４  同 同 楳田 稔 １３ 

 同 北自治会館管理 渡辺康人 ３ 連合会 役員 中村十規人 ５ 

 同 南自治会館管理 大口正勝 ８ 連合会 役員 岡田 融 １０ 

環境保全 環境整備、防犯 井内 裕 １５  同 福祉委員 牛尾定勝 １１ 

２． 2４年度年間行事予定

                                                 

時期     行事内容      時期      行事内容 

                                                 

4月 衣川天満宮春祭り実施 

5月 大津市への要望事項の内容検討 

 仰木の里学区スポーツ大会参加 

（ソフトボール大会） 

6月 春の天神川清掃実施 

 緑の募金と日赤社資の募金活動の実施 

 仰木の里学区スポーツ大会参加 

（バレーボール大会） 

 大津市へ要望書提出 

7月 琵琶湖一斉清掃（衣川台内）実施 

 仰木の里学区子どもフェスタ参加 

8月 衣川台夏祭り実施 

9月 仰木の里学区敬老会参加 

 仰木の里学区軽スポーツ大会参加 

（グランドゴルフ・インディアカ大会） 

 

10月 仰木の里学区運動会参加 

 赤い羽根募金活動の実施 

11月 仰木の里学区文化祭参加 

 仰木の里フェスタ 201２参加 

秋の天神川清掃実施 

12月 衣川台年末一斉清掃 

 歳末助け合い募金活動の実施 

1月 次年度役員候補の選出 

 仰木の里学区スポーツ大会参加 

（卓球・バドミントン・親子で走ろう大会） 

 交通災害共済申込み受付開始 

2月 新旧役員会議開催（引継ぎ等） 

 仰木の里学区スポーツ大会参加 

〈ボーリング大会） 

3月 平成 24年度自治会・環境維持管理組合総会 

    自主防災部総会 

発行日 平成 2４年 5月 1日 

発行者 衣川台自治会総務部 

世帯数 ３３７世帯 衣川台だより 



 

３． 新役員のあいさつ（役員順） 

自治会長（自主防災部長）    中村十規人（５組） 

早いもので、ここ『衣川台』に住んでもう１９年になりました。実感としては１０年位のイメージです。私にとって『衣

川台』を良いと思ったところは、会社への通勤と日本海へのアクセス、風景を含めた生活環境のバランスがとれているとこ

ろでした。 

 今回、輪番で組長になり、さらには図らずも自治会長の大役までお受けすることになり、早速その忙しさ難しさに困惑し

ているところです。衣川台は、開設３０有余年、少しずつ高齢化し転勤も含め住人の移動もそれなりにあり、価値観や考え

方も変化・多様化してきています。このような中で春祭りや夏祭り、天神川や衣川台の清掃活動、防災訓練等の行事や仰木

の里への連絡道路などの課題があります。住民の皆さんと一緒に『衣川台に住みたい。』『衣川台に住んで良かった。』と言

える町にしていきたいと思います。 

微力ではありますが、精一杯ガンバリます。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

                                 
（環境保全部長）         白井 孝夫（１組） 

この度、24 年度環境保全部長を、務めさせていただきます１組の白井です。私が、このような大役をお受けするのは初めての

事ですので、行きとどかない点も多々あるかと存じますが皆さまのご協力をお願い致します。 

２４年度も始動しまして、まず想定外であったのは、膨大な資料と会合の多さであります。残業の多いサラリーマンである私に１

年間務まりますか、不安もありますが、出来る限りの事はやらせていただきます。 

さて、新連絡道路建設におきましてはＨ２６年完成を目指し、いよいよ着工となりました。これはひとえに、専門委員会の皆様や、

諸先輩方の皆様、衣川台住民の皆様の、ご苦労とご尽力の賜物だと感じております。 

また、天神川清掃、琵琶湖一斉清掃、衣川台年末一斉清掃も皆様のご協力無くては、成し得ないことと思っておりますので、宜し

くお願い致します。 

 

総務部長       牛尾 定勝（11組） 

 誰もが尻込みする自治会長選びの時、中村さんに会長になって頂きたくて「中村さんを推薦します！中村さんが引き受

けられるときは私は総務部長になって支えます」と言ってしまい、防災部統括班長は２年目とはいえ自治会総務部長と兼務

では超多忙は覚悟していましたが、その煩雑さは想像以上でした。しかし春祭りと全体防災訓練の４，５月を乗り切れば後

は何とかなるだろうし、来年４月以降を楽しみに目いっぱいがんばってやり遂げるつもりですのでよろしくお願いします。 

 

文体部部長          尻江 政孝（８組） 

 平成２４年度、文化体育部長になりました８組の尻江です。ここ数年、体育事業に参加させてもらっていたのと、仰木の里学区

のバレー部副部長という役職を頂いている関係で、これも何かの縁ではないかと思い、軽い気持ちでお引き受けしたのですが、

思いの他仕事が多いことに後悔真っ最中です。 

文体部としましては、４月１４、１５日に初の大仕事、春祭りを取り仕切らせていただきました。参加頂きました皆様には、深く感謝し

ますとともに、多くの方にご助力頂き心強く思っています。至らぬ処も多々あると思いますが、一年間精一杯務めさせていただ

きます。 

 今後の予定としましては、５月２０日にソフトボール大会、６月１７日にソフトバレー大会が決定しています。詳細は後日回覧にて

お知らせいたしますが、多くの方に参加いただけますよう、宜しくお願い致します。 

 

会 計    進藤 昭次（３組） 

 堅田に住んで 50 有余年、衣川台には 30年、自治会役員 2 回目（今回で 3 回目）高年齢につきお役目ごめん？ 

を待つばかりと思っていたら、会計という性格的に一番苦手の三役の一端を担うことになりました。環境、公害分析水処理

など技術畑出の私としては、未知、無知の分野ですが、会員皆様の貴重な財源を安全且つ有効に遂行するために役員、自治

会員の皆様のお力をお借りして、私なりに任務を遂行したいと考えておりますので宜しくお願いいたします。 

 

自主防災部      筆頭副部長 青谷 達雄（４組） 

 日頃、自主防災部に対する御理解と御協力ありがとうございます。 

今年度も住民の皆様方が安心して生活出来る様、助け合って(共助)明るい衣川台にしたいと思っています。これには、

老人会、子供会を始め、衣川台にある多くのサークルの日頃の活動が大きな力となる事と思っています。今後とも自主

防災部に御理解と御協力下さいますようお願い致します。 

 

お願い(自助の面から) 

家具の転倒防止の実施を！ 

 

過日の消防アンケートでは衣川台の実施率 50%と報告。 

取付にお困りの方は自主防災部まで TEL ください。 

お助けマン参上します！ 

 

 

 



 

 

 

 

４．傘下団体、同好会の紹介 
 

衣川台の皆さんは、とても活動的です。いろんな仲間と一緒に活き活きと活動されています。 

いくつか紹介させていただきます。 

 
衣川台老人クラブ （みどり会）会長 山口 信冶（１５組） 

“事始め”・まずは総会記録から・みどり会役員の顔ぶれ 

 

       

3 月末、衣川台老人クラブ総会を開き、平成 23 年度の

活動報告と決算、今年度の活動計画と予算をご審議いただ

き承認を得ました。新役員には会長山口信治留任、副会長、

安藤實、岡田緋佐子さん留任、新たに会計に松岡富士子、

監査役に安部保さん、世話役として西村清子、半田精子さ

ん留任、加えて老ク連役員（スポーツ幹事）に河上幸雄さ

ん、地元みどり会の幹事には河田洲平さんにお願いするこ

とにしました。 

課題は会員の構成をにらみ 70 代の男子、８・９０代の

女性の必要にこたえる高齢化社会の学習に努める所存であ

ります。 

 

謡曲同好会 （松韻会）    代表 三林 隆夫（１２組） 

 

 

★同好会の会員は男２名、女４名です。 

★発表会は真野地区の同好会、堅田地区の同好会と合同

で年一回行っています。 

★観世流の本を使っています。 

★大きな声をだすのでストレス解消になり健康にもとて

もいいと思います。 

★土曜日の９時半から１２時半まで、 

木曜日の４時から６時まで 

南自治会館で稽古をしています。 

 

 

 

興味がある方はぜひいらしてください。 
 

 

衣川台オアシス  代表 田中正彦（１１組） 

 

 

 

 

 

 

 

毎月第１、第２、第３木曜日は午前１０時から午後３時

まで衣川台南自治会館を開放して“おしゃべりサロン”を

開いています。 

参加費は１００円です。コーヒーや紅茶などを飲みなが

ら、ワイワイガヤガヤおしゃべりを楽しんでください。 

４月１２日の第２木曜日は、衣川台南公園で女子恒例の

“お花見会”を開きました。寒さが続くなか公園の桜が開

花してくれるか心配していましたが、前日の大雨にもかか

わらず一気に満開の桜となりました。初めての参加者や、

新たなオアシススタッフも加わって、好天に恵まれ大いに

賑わった“お花見会”となりました。 

 

 

 

 

お弁当を前に盛り上がる衣川台南公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

満開の桜に上機嫌の皆さん 

 

衣川台太鼓倶楽部          田村 修二 
   

＜活動内容＞ 

 

   会員は１８名(大人７名、学生１名、小中学生１０名)。

昨年は自治会夏祭りで「仰木太鼓(集来)」と「ほうねん太

鼓」を演奏しました。 

 今年は春祭りでの子共達への太鼓指導、宵宮での太鼓演

奏などに加えて、地域のイベント出演も目指して活動して

います。現在の演目は「三宅太鼓」を加えて三種類ですが、

演目も増やしていく予定です。 

＜活動場所・日時＞ 

 

   練習日は毎月第一、第三土曜日 １７時～１８時。 

 

衣川台オアシス公園愛護会・江州音頭チーム 

リーダー：田村修二 

 

 

 

＜活動内容＞ 

  メンバーは７名(男性５名、女性２名)。 

昨年は、衣川台オアシス有志の踊り手さん達と共に自治会

の夏祭り、湖の花荘夏祭り、仰木の里フェスタに出演しま

した。 

今年は更に地域の福祉施設等での出演も増やしていく予定

です。 

  

＜活動場所・日時＞ 

 練習は毎月第二、第四火曜日 １９時～２１時(５月以降) 

 



 

 

衣川囲碁同好会      会長 福井 末敏（１４組） 

 

今年もさくらの季節になり新しい

自治会役員の皆様今年一年ご苦

労様です。 

囲碁のすばらしさを知って頂きた

くあたらしい仲間をお待ちしてお

ります。 

今、衣川囲碁同好会はメンバーの高齢化、時代の変化によ

る存続のピンチに立たされ、役員一同もうアカンと言いつつ

灯りを灯しています。 

黒と白、一手一手のおりなす模様が打ち手の意思となって盤

上を駆け巡り悲喜こもごも無意識のうちに愚痴ったり頭を叩

いたり、してやったりと無我の境地に入ります。 

勝つには創造性、石の効率、バランスが求められることが

囲碁の魅力となっています。 

対外的には春と秋、坂本囲碁同好会の大会に参加し交流を深

めております。 

 例会は： 北自治会館、毎週（土）１９時 

連絡は： 福井（１４組） 572-4004 

 

 

 

育児サークルたまて箱    代表 藤原 美代（11組） 

 

主な活動内容 

❤未就園のお子さまとお母さんが集い、簡単な工作や季節に

合わせたイベントを楽しんだり、お茶を飲みながらおしゃべり 

 

をしてゆったり過ごしたりしています。 

❤❤活動を通して親と子、子ども同士はもちろん、お母さ

ん同士も交流しながら楽しく過せる憩いの場となることを

願っています。 

 ぜひ一度いらしてください。 

 

活動場所：南自治会館 

活動日 ：毎月第１，３金曜日（長期休み中は休み） 
     変更する場合もあります。 

 

 

 

エアロビック       山岡 雅子（１５組） 

 

毎週南自治会館にて、ストレッチをメインに音楽に合わせて

やさしく体を動かしています。 

衣川台シルバーズ：毎週火曜日 １３時３０分～１５時 

７０歳以上を対象とし、椅子に座ってストレッチ、音楽に合わせ

た体操など 

 

衣川台メイト：毎週金曜日 １４時３０分～１６時３０分 

ストレッチ、エアロビック等々。 

運動不足の方や、興味のある方、ぜひ一度足をお運びくださ

い。 

 

 

 

 

５．春まつり 報告 
 満開の桜の元、4月 15日に春祭りが盛大に取りおこなわれました。

当日は、朝から子どもたちのふれ太鼓が軽やかに響き渡り祭り気分

を盛り上げてくれました。天満神社での神事、直会の後、いよいよ子

どもたちによる神輿の巡行となりました。 

 

 

満開の桜の下をゆっくりと南公園に向け進んで行きました。元気な子供たちの「ワッショイ！ワッショイ！」の掛け声もひときわ

大きく町内に響きわたっていました。 

南公園に到着後、記念写真を撮り、おにぎり、お菓子、ジュースをいただき腹ごしらえをした後、お楽しみのビンゴゲームが始ま

りました。「ビンゴー！」の子供たちの大きな掛け声で、盛り上がり、全員がビンゴになるまで楽しみました。 

子どもたちのビンゴの掛け声がいつまでも響いていましたよ。 

丸橋さん！楽しい進行をありがとうございました。子どもたちの笑顔も満開の一日となりました。 



 

よちよち歩きのお子様連れ（春祭りに実家に戻ってこられた子供さんとお孫さん連れ）の方も多くおられ、ご家族皆様で春祭り

を楽しんでいただけたことをありがたく感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協力のお礼 

Ｈ24年春祭り祝い金をいただきました。 

衣川台老人クラブ みどり会 様 

（株）もなみ        様 

池田 明   様 （１０組） 

中村 十規人 様 （５組）  

田中 正彦  様 （11組） 

       

子供会の保護者他大勢の方々にご協力いただきありがとうございました。役員一同、心からお礼申し上げます。 

 

６．その他 

 
お知らせ 
 

衣川台南公園に野田藤・ドウダンツツジを植栽 
平成２３年度の衣川台自治会より「緑の募金」還元事業として交付された苗木植栽が、衣川台オアシス公園愛護会（代表

世話人 田中正彦）の皆様の全面協力により、去る４月１日衣川台南公園に植栽されました。 

 

「苗木がしっかりと根付き、 

公園に新たな色を添えてくれ 

るものと楽しみにしてくださ 

い。」とのことです。 

 

 

 

 

 

衣川台南公園東側、南側フェンス沿いにドウダンツツジを植栽 

 

 

 



 

 

 

         家族で連絡方法を決めておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

藤棚へ新たに植栽した野田藤苗木２本を囲む公園愛護会の皆さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務部より 

 

入会の方  井上 雅勝様（4組） 

      西井 大輔様（4組） 

      伊勢 昌史様（4組） 

       冨高 竜人様（4組） 

       吉田  勝様（１４組） 

環境保全部より 
市街灯および防犯灯の不点灯報告について、発見された場合は、街路灯・カーブミラー担当の新庄 

（１ 組）までお知らせください。市街灯・防犯灯にはすべての灯具の取り付けてある柱に番号が貼って

あります。設置場所とともに番号をお知らせくださいますよう、お願いします。 
 

 

 

衣川自治会のホームページ 

http://www.kinugawadai.com/ 
 

 

皆様のページです。是非アクセスしてください。  

編集後記 

 衣川台だよりを担当することになりました横山（５組）です。 この一年よろしくお願いします。自治会のいろんな情報紙 

 として明るい記事を載せていきたいと思います。自治会員の方の記事をお待ちしております。できればメールにて

お願いします。  パソコンメール yokoya-s＠ares.eonet.ne.jp 

なまずコーナー 

「１７１」の災害用伝言ダイ

ヤルに連絡を入れておくれ。 

メールがつながらない時はケ

イタイの災害用伝言版を利用

しましょう。 

ケイタイのメール

で連絡するよ。 

みんなで一度 練習し

てみよう！！ 


