衣川台だより
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平成２５年
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発行者 衣川台自治会総務部
世帯数

３２９ 世帯

衣川台夏祭り
衣川台夏祭り盛況に
盛況に開かれる
平成２５
平成２５年
２５年８月２４日
２４日 衣川台南公園
老いも若きも、ワイワイがやがやと大勢が、舞台に、模擬店に、テントの下で、夏の一夜を盛り上げる「元気な衣川台」の表現をし
ていただきました皆さん。さらに、ビッグパワーテント組み立て解体をはじめ、全ての面でご協力いただきました「衣川台ふれあい推
進連絡会」の皆さんや南公園周辺の皆さん、衣川台の底力を見せつけるとともに新たな絆を生んでいただきました。
ありがとうございました。
。

自治会長

田村重喜

文化体育事業部長 中村浩二

ヨーヨー吊り（衣川台子ども会）

衣川圓成寺結城住職による地蔵盆読経（みどり会）

自主防災部寸劇ショー（衣川台子ども会）

太鼓打ち鳴らし（太鼓倶楽部）

ハワイアンバンドとフラダンス

牛尾定勝・逸子夫妻のデュエットを鑑賞

増田泰男氏の手品に食い入る子ども達

踊り歌う子ども達

江州音頭と踊り

屋台氷売り場のにぎわい

お祝い金のお礼
のお礼
（株）もなみ様、四方正江様（１１組）、曽根喜幸様（１１組）、田中正彦様（１１組）より夏祭りお祝い金を頂戴いたしました。
ありがとうございました。

琵琶湖一斉清掃作業に
琵琶湖一斉清掃作業に感謝
衣川台から
衣川台から３１２
から３１２人
３１２人が参加

平成２５
平成２５年
２５年７月７日

私たちにとって、琵琶湖から受ける恩恵は、何ものにもかえがたいものがあります。この琵琶湖の美化や環境保全は、私たちひとり
一人の心づかいによるところが大きいのです。
私たちが愛着をもっている琵琶湖の美しさを私たちの手で取り戻し、末永く保持するために一斉清掃が行われました。
衣川台の皆さんひとり一人の自主的な参加は多くの人たちの集いとなり、路側帯の草が刈られ、側溝の草やごみが除去され、空地に放
置の粗大ごみも撤去され、美しい衣川台に甦りました。子ども３７人を含む３００人を超える清掃作業に参加いただきました皆さまに
“サンキュー・ありがとう！”

環境保全部長 大前幹紀

琵琶湖一斉清掃作業 衣川台の組別参加者数
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計

３１２人

一斉清掃作業を始める１１組の皆さん

第２回防災訓練は北自治会館が救護所に

衣川台自主防災部 筆頭副部長 中村十規人

５月１９日の第１回防災訓練に続いて、平成２５年度の第２回防災訓練が１０月５日（土）に行われる。衣川台には自治会館が北と
南の２箇所あり、従来の防災訓練は南自治会館を利用した訓練が主であった。

今回の訓練は、北自治会館を利用し一時救護所として、ケガ人の収容、応急救護などの訓練を行うものである。簡易搬送担架用の竹
点・課題を浮き彫りにするとともに、これらに、どのように対処するかが今回訓練のポイントである。

棒と毛布や救急セットなどの用具類は南自治会館エリアに保管されている現況において、北自治会館が一時救護所となった場合の問題
８月１５日夜の福知山花火大会会場で起きたガソリンの引火が原因とみられる爆発事故の救出救護には、救急隊や医師らは大混乱に
救急車などで市民病院への搬送を始めたと報道している。

加えて会場河川敷に十分なスペースがないことから、事故現場で症状の軽重を判断し優先順位を決める「トリアージ」は困難と判断し、

の活動には自ずと限界はあるものの、ケガ人に対して応急処置などを施し、少しでも痛みを和らげ、不安を取り除くことの行動が求め
震災発生時に、直ちに救急車両医師などが衣川台に到着するかは困難と予測されるとき、専門職でない衣川台自主防災部の救出救護班
られる。また、自主防災部員だけでなく、自助とともに地域住民が協力し災害に対処することが大変重要である。

百賀への祈
百賀への
への祈り を

衣川台謡曲同好会・「松韻会」から
衣川台には、百寿・白寿を迎えられた方もお住まいです。
また、卒寿・米寿を迎えられた方も多くなり、更に増えます。

松韻会代表・三林隆夫先生(十二組)も今秋に満八十八歳に到達です。
誠におめでとうございます。お声は益々意気盛ん、日頃弟子たちに
「声が小さい！」と叱咤激励される場面もしばしばです。

若い元気な方が新しく参加されて、この日本の伝統芸能を学ぶ機会

が衣川台にあるのは有難いことです。参加できるチャンス、それは将に
「今でしょ！」
。是非練習会場へお越しください。木曜日の夕方と

百寿・白寿・卒寿・米寿・半寿・傘寿、そして喜寿の方を祝し、謡曲、養老の一節を

土曜日の午前中の衣川台南自治会館へ足をお運びください。

今年度幹事の十組・安藤 實(マコト、七十六歳)より

左記に説明披露します。祝言の小謡として学ばれたら如何でしょうか。
記

昔勅使（天皇のお使い）が養老の滝のほとりに来て、樵夫の親子に

天皇は元亀三年十一月に年号を「養老」と改元します。

天皇に奏聞します。

と語り合います。 勅使は感激して早速都に帰り、

シテ「養うなり。

ワキ「實に老いを。

シテ「目のあたりなる薬の水。

ワキ「千代に八千代に例までも。

シテ「底澄み渡るさざれ石の、巌となりて苔のむす。

この滝川の中にても、 とりわき在所のあるやらん。

ワキ「げにげに聞けばありがたや、さてさて今の薬の水、

（説明を受けた勅使は・・・）

絶えずも老いを養う故に、養老の滝とは申すなり」

シテ「夜の寝覚めも淋しからで、勇む心は真清水の

出会います。その時の話では、樵夫（シテ）が勅使（ワキ）に語ります。

お食事会の前の練習風景

ｋｋｋｇｇｆ
ｆ

めでたし、めでたし・・

（三林隆夫先生、平成二十年の衣川台便りへの寄稿文より引用）

豊熟シニア
豊熟シニアの
シニアの一人ごと
一人ごと

衣川台老人クラブ 山口信治

会員の減少、プログラムのマンネリ化、後継者難など難問山積、つい内憂外意とツイターをポロリ、さて会を彩る名はわかくありた
いという大願を込め“みどり会“と命名、現在７０名を切る６７名、男女半々、それに３人に１人が後期高齢者、穏やかで元気な old old
たちが月１の集まりを続けている。
直近の例会を１つ紹介してみよう。大津市民憲章の唱和、健やか体操、そして紋切り型の会長挨拶、そのあと二部構成でふれあいサ
ロンの幕が開く。一部は（ハレ）、月生れの誕生祝い、手づくりプレゼントとハピバースデイを全員でプレゼントする。ときにサイコ
ロの目にあわせた難問に答える即興へと誘う。湯茶と季節感のする茶菓子に一息いれる。二部は「薬と上手につきあう方法」と題して
地域の薬剤師さんにおはなしを願った。懇切丁寧な“おくすりいろは”に大満足、
「勉強するのは？」
「今でしょう」を味わった。興奮
を冷ます季節の童謡１曲アカペラで歌い、ストレッチ体操をして会は終了する。
終わりに集会を開く文化ホールが町内にあること、分かち合える仲間がいること、支援してくれる自治会があること等々、老いを下
支えする地域文化に万歳と感謝。

衣川台夏祭り
衣川台夏祭り テント組
テント組み立てにパワーアップ
てにパワーアップ
衣川台オアシス公園愛護会は衣川台住民の有志でボランティアグループとして活動しています。
① 月例の南公園や北公園、西公園の清掃では、樟の落葉集め、除草、溝さらえ等を行っています。
② 天神川を美しくする会の天神川清掃作業にも参加しています。
③ 史跡衣川廃寺跡では、樹木や植込みの植生が落ち着いてきたので剪定と除草、溝さらえが主な作業でしたが、廃寺跡の東側参拝道
沿いに伸び放題の枝払いを行いました。今年はボランティアメンバーのほか衣川台の皆さんや衣川台子ども会にも参加を呼びかけ
大勢の人たちに参加いただきました。この日は猛暑だったので小まめに休憩を取りながら作業を終え、昼食の弁当と飲み物を手に
散会しました。子どもたちには宿題を出してあり、次回に報告をもらう予定です。
④ 衣川台夏祭りには、会場設営に先立つ南公園の草刈り整地、ビッグパワーテント設営、中小テント群の設営から後片付けまで衣川
台自治会スタッフに協力して大きな力を発揮しました。

ビッグパワーテント４面梁組み立て

テント張り

合掌の組み立て

大屋根の立柱

皆さんもボランティアメンバーに加入下さい。お待ちしています。
衣川台オアシス公園愛護会 代表世話人代理 鵜飼哲雄

元気に
元気に夏休み
夏休みラジオ体操
ラジオ体操
衣川台の将来を担ってくれる子ども達の早朝ラジオ体操が始まった。夏休
みの前半１週間は北公園で、後半１週間は南公園に集まり、目をこすりながら
整列し、カセットラジオの音楽に合わせてイチ、ニー、サン、シー。
クラブ活動でプールやサーカー、野球に、山や湖岸海辺へ遊びに、家族揃っ
てお盆の帰省や小旅行に、そして宿題にと忙しい日々を過ごすのでしょう。
全員、元気で２学期を迎えてくれることを願う。
衣川台子ども会 会長 西本かおり

早朝の北公園でラジオ体操

２４項目
２４項目の
項目の学区要望を
学区要望を提出

環境保全部長 大前幹紀

衣川台の皆さんからの要望事項（アンケート）ならびに自治会役員および自主防災部員の防災パトロール結果を精査し、自治会役員
会の協議を経て、平成２５年度大津市への要望書を取りまとめ、平成２５年６月２５日仰木の里学区自治連合会へ提出しました。
要望事項の概要項目は次の内容です。なお、７月１日付けで自治会回覧済みです。
道路整備各種
最徐行標識の設置、歩道の設置、一旦停止表示の設置、側溝ヘドロ除去と一部改修、ガードパイプ支柱の補修、側溝蓋の固定改修、
路側帯柵の設置、道路縁石の改修、カーブミラーの設置、飛び出し注意一旦停止標識の改修
掲示板の
掲示板の更新
市街灯の
市街灯の設置
公園などの
公園などの桜枝伐採
などの桜枝伐採
西羅古墳の
西羅古墳の間伐剪定
選挙投票所の
選挙投票所の天神山保育園への
天神山保育園への変更
への変更
コミュニティーバスの
コミュニティーバスの運行

弔事は
弔事は必ず組長まで
組長まで連絡
まで連絡を
連絡を

総務部長 永井茂一

衣川台では、自治会員または会員世帯の同居の親族が亡くなられた場合、自治会長または副会長が供花、香典などを持参し、衣川台
自治会員を代表して弔意を表す衣川台自治会細則があります。
残念にも弔事が発生した場合は、必ず自治会組長までご一報ください。組長は所定の訃報を作成し、衣川台の皆さんへ回覧などでお
知らせします。
訃報作成に際しましては（聞き取り用）訃報の様式を定め、葬儀の方法や通夜葬儀への参列、供花香典の辞退等々、ご遺族の意向を
最大限に尊重することとなっています。

多額の
多額の募金協力に
募金協力に感謝

自治会長 田村重喜

平成２５年度の「緑の募金」「日本赤十字社活動資金募金」には、今年も多くのみなさんから（自治会に未だ入会していない非会員
も含めて）多額の浄財をご協力いただきありがとうございました。

緑の募金
４７，
，６８８円
４７
６８８円
日本赤十字社活動資金募金 ３８，
３８，７６２円
７６２円
衣川台南公園の平成２３年度「緑の募金」還元事業として交付された苗木植栽“野田藤”は順調に生育していますが、“ドウダンツ
ツジ”は苦戦中です。

ドウダンツツジ

野田藤

椅子の
椅子の収納は
収納はソフトに
ソフトに

南自治会館管理担当 堀部史男

衣川台南自治会館椅子収納棚の背部壁に大きな穴ができました。折りたたみ椅子を乱暴に収
納したためです。椅子の収納は壁面や折りたたみ椅子が壊れないようにソフトに心がけて下さ
い。
なお、壁面は４組青谷達雄さんの奉仕により板張り補修を終えました。ありがとうございま
した。

壁面を補修した椅子収容棚

不思議なモザイク・通学路工事
現在工事中の通学路の法面に表れたモザイクです。成安造形大学のみなさんの作品ではありません。永年にわたって自然が作った作
品です。原子力発電所の基礎部分ではありませんので心地よく鑑賞できます。

南側法面

北側法面

仰木の里方向を望む通学路全景
（平成２５年８月１７日撮影）

通学路工事の完成した時点では、法面ブロックや吹き付け緑化などにより目にすることは出来ないでしょう。
一日も早く通れるように心待ちしています。

広報担当 田中正彦

“糞・ふん”
ふん”思考
我が家の愛犬「マロン」は、３年前の正月に１１年２ヶ月の生涯を閉じた。
体は中型に属し、鳥猟犬の血統からジャンプは得意だった。マイカー乗車が大好きで、買い物に出かける際は必ず助手席に飛び込ん
できた。東名高速道路経由で修善寺温泉を訪ね、東京の孫達と合流した時もホテル代（犬）を支払った思い出がある。かわいい！かわ
いい！の日々が続き、栄養価の高すぎる食事と運動不足が積み重なり、中型の域を超えた体重は太り過ぎ（メタボ）となってしまった。
最後は、視力を失うとともに歩行困難となり、自宅でインシュリン注射を施しながらの日々となった。避妊手術をはじめ、目の治療、
糖尿病治療等々に保険のきかない病院代支払いが大変であった。

元気な頃の「マロン」
同居の老母は、当初「家のなかで生き物を飼うのは大嫌いだ！」との言葉であったが、垂れた耳の可愛いさや体毛の柔らかさ、人な
つっこい動作、時には言葉が通じたかのような反応等々により、「マロン」をすっかりお気に入りとなり、高齢者の癒しに大いに役立
ってくれた。
ところで、衣川台に野良犬がたむろしているのだろうか。野良犬苦情は殆ど聴いたことがない。一方、“糞”放置の苦情は時々耳に
する。
我が家の近辺路上に放置された“糞”は、写真の通り
である。
野良犬が見当たらない衣川台での“糞”放置は、いず
れかの飼い主がいる犬の仕業といえる。いや、犬の仕業
でなく、飼い主の怠慢である。
“糞”の太さで概ね犬の体
型は想像が出来る。公園の草刈りや路側帯の草刈り作業
で、刈り取る草と一緒に“糞”をつかんだり、草刈り機
の糸で“糞”を飛び散らし身体に飛散を受けたりしたと
きは気持ちの良いものではない。
“糞”処理袋を持たずに犬の散歩をする飼い主に出会ったときは、たとえ子どもであろうとも「“糞”の処置は、どうしているのです
か！」と、一声掛けようではないか。
中川ショップ前電柱に、かまぼこ板を使ってこんな訴えが出ている。
衣川台から、犬の“糞”放置が無くなることをめざして・・・・・。
１１組 田中正彦

衣川台自治会のホームページぜひご覧ください！
『衣川台だより
衣川台だより』
だより』はカラーで
カラーで製作していますが
製作していますが、
していますが、残念ながら
残念ながら
みなさんへはリソグラフ
リソグラフ印刷
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全戸配布です。
です。文字
も虫メガネが
メガネが必要と
必要と思っている方
っている方も多いでしょう。
いでしょう。ぜひとも、
ぜひとも、
パソコンから
パソコンからインターネット
からインターネットで
インターネットで衣川台自治会の
衣川台自治会のホームページ
を開いて下
いて下さい。
さい。

衣川台自治会ホームページ
http//www.kinugawadai.com/
鮮明な
鮮明なカラーの
カラーの「衣川台だより
衣川台だより」
だより」がご覧
がご覧になれます。
になれます。

