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９月１５日号 目次 

１.平成２６年度衣川台夏祭り 

２.傘下団体様のコーナー 

３.自治会から   

    衣川台衣川台衣川台衣川台だよりだよりだよりだより    
 楽しかった夏祭りもあっ

という間に終わり、南公園

にも秋の装いが確実に訪れ

ようとしています。季節の

変わり目はカラダにも負担

がかかります。どうかご慈愛ください。 

 
1．平成２６ 衣川台夏祭り           文化体 部  井上 豊 

 夏祭りは傘下団体様の多大なご や会場南公園 の皆様の多大なご協 を り、たびたびかなりの 雨が
ございましたが、無事に終 いたしました。 備段 から会場の後 付けまで傘下団体様だけではなく、
の役員の方々や 人的にのべ１２０名様以上のご協 がございました。後 付けについては天候勘 が勸き、予
定通りの撤収作 が出来ずご協 頂いた皆様には何かとご迷惑をおかけいたしました。役員一同勘 れな事ばか
りでご迷惑をおかけいたしましたが、改めてご協 りました皆様方に く御礼申し上げます。誠にありがとう
ございました。 

14:00  
いよいよ地蔵盆と
こども会主催の部
がスタート！たく
さんの方が集まっ
てくださった中、 

結城實照住職の読
経が南公園に染み入るように響きます。子供た
ちもこの時ばかりは神妙にお祈り。 

 

14:25  
お地蔵さんのコーナーに
紙芝居屋さんが来訪!ど
んなお話し？（詳しくは、 

みどり会のコーナーでどうぞ） 

 

14:35 

楽しい紙芝居も終り、 

子ども達が主役の時間！ 

の は何かな？ 

14:25 
 

おっ!手で捕まえて
います。何が釣れた
のでしょうか？ 

 

 

15:25 

スイカ割りも今はハイ
テク満載！ 

命中するとどうなるの
かな？ 

 

15:50 

今 も衣川台に来てく
れました「なまず戦隊防
災ジャー」！ 

大熱演に子供たちも夢
中です。 

発 日：平成 26 ９月１５日 
発 者：衣川台自治会総勲部 
世帯数：318 世帯 
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18:15 

太鼓倶楽部の子供たちによる勇壮な打ち鳴らし
で、夏祭りの開催を祝ってくれました。 

      
18:20 

 

子ども達による 木の 東小の校歌合唱。校歌
を元気いっぱい歌ってくれました。 

 

18:30 

合唱の後はいよいよイ
ベントタイム。子ども達
はラムネ早飲み競争、大
人は缶ビールの早飲み
競争で競っていただき
ました。 

19:00 

屋台の一つドリンクコーナーでの一コマ。 

沢山の方が各屋台に集まって頂きました。 

 

20:00 

 

 

 

 

 

 

♪♪♪♪    ヨイトヨイトヨイトヨイト    ヨイヤマカヨイヤマカヨイヤマカヨイヤマカ    ドッコイサノセ♪ドッコイサノセ♪ドッコイサノセ♪ドッコイサノセ♪ 

 

 

 

 
 

 

 

カラオケで楽しんでいただいた後は、大人も子
供も江拰 に合わせ になって踊ります。や
っぱり日本の夏は盆踊りが似合いますね。 

以上簡単に夏祭りルポをお送りしました。（文･写真 石原） 

夏祭り開催にあたり下記の皆様方にお祝いをいただきました。誠にありがとうございました。 

株式会社もなみ様、四方正江様（１１組）、曽根喜幸様（１１組）、田中正彦様（１１組）、鵜飼哲雄様（９組） 
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２．傘下団体様のページ（ ） 

  ８････２３ 地蔵盆のエピソード  衣川台 クラ （ どり会）  信治（１５組） 
エピソード１、 

全天候型のドームとテント群がセット、ビニールシートの覆いをかけて万全を期しまつり大好きの
住人たちを待った。 

 

エピソード２、 

園内に放送がながれ待ちわびたように主役たちが集まってくる。 

１４時、円成寺ご住職結城實照先生のもと開式、静かな読経（阿弥陀
経）が れる。自治会役員、各種団体役員がそろう、それに本日の主
役こどもとみどり会会員が集い耳を傾け手をあわせる。この源風景こ
そ分断と格差の地域崩壊の予防策とボクのこころに写った。 

 

エピソード３、 

プレゼントが用意された。戦後唯１のまちの娯楽“紙芝居家”さんが登
場！自転 の 台に 台をしつらえ 打 をかむったＡ 、「ロボット・
ポコピーの 守番」を演じる り部の熱 と、“ 人たちの知 ”で無事
党を撃退したハピーエンドに歓声があがる。 

 

エピソード４、 

新盆を迎えおかえり頂いた先達者を紹介していたころ、俄かに天
候が変わり 鳴を伴った大 の 雨がテントを う。身を せあ
うように８月うまれの会員の 生会を勸 。ハピバース イなら
ぬＡ の 生歌 が 鳴からボクらの身をまもってくれた一
瞬となった。もうこうなったらこれしかない！ えたビールとに
ぼしの唐揚げをほおばりながら祝杯を交わす。混ざり合った唐揚
げが口の中で絶妙なコラボ。妙味に酔い懇親の情をふかめた。 

 

エピローグ 

終始にこやかにこれらの 景を 守り勸けてくれたお地蔵さんがそこにいてくれたこと。 

なむあみだぶつ 

祭りすきなご町内の皆さんとお供えをくださった方々に紙面をかりて御礼申しあげます。 

 

 
「衣川台だより」は皆様のお手元には ４サイズにての配 ですが、本来はＡ４サイズカラー原稿で作
成しています。衣川台自治会のホームページにて、ぜひＰＤＦカラー版をご覧ください。 

http://www.kinugawadai.com/ 
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平成２６  衣川台子ども会 会  星川 弘美（９組） 

『廃品回収について』のお知らせ 
 ２学期が始まり、子どもたちは運動会に向けて、毎日練習に励んでおります。 衣川台の皆様に
は日頃よりご支援頂きありがとうございます。また、毎月の廃品回収では多大なるご協 を頂 し、
感謝申し上げます。 

 さて、廃品回収について、お知らせが２つございます。 

 まず、８月の廃品回収が大雨警報のため中止となり、大変ご迷惑をお掛けし申し訳ございません
でした。また、お を して頂いた方々にこの場をお りしてお礼申し上げます。 

 廃品回収は、 日 ７時の Ｈ の天 予報で大 南部に 報・ 報 時
または、台風や積雪など実施が困難と思われる時は中止となります。回収業者との
取り決めとなっております その場合は翌月へお回し下さい。 

何 ご 頂きますようお願い申し上げます。 

 次に、本来ならば、子どもたちが廃品物を受け勚りに くべきですが、 び世帯数の減少や
生活スタイルの変化に伴い、なかなか実施し難いことが現状です。 

そこで、今 は、『プロジェクトＨ』と称し、「１０月の廃品回収（10/19）に、回収
場 への 入困難な方 へ、子どもた が 取りに 」とい を しました。
ご希望の方は 10 月 10 日までに役員までご連絡ください。（下記参照） 

 また、当日子どもたちをサポー卜して頂ける方も募集いたします。 10/19（日）7:00 に南自治
会館へお越しくださいませ。 

 初めての みです。ご ・ご協 のほど、よろしくお願いいたします。 

         連絡先  ９組 星川 弘美 532-9377 又は 090-9046-5528 

 

衣川台太鼓倶楽部 代表（７組）田村 修二 
 今 の夏祭りもあいにくの天候でしたが、それにもかかわ
らず盛大に催され、太鼓倶楽部としても大変喜んでいます。
何よりも関係者の皆様の で防雨対策がしっかりなされ、安
心して太鼓演 ができましたことを御礼申し上げます。 々
部員の小学生が減る中、今 は３名の子供達が 張って演
してくれました。数えて４ の出演で、 の部開始の景気
付けの太鼓打ち鳴らしが定番プログラムになってしまいま
した。これを絶やさないようにしたいものと日頃思っていま

す。これを機会に皆様の太鼓倶楽部へのさらなる支援をお願い申しあげます。 

 今 から、小学３ 生以下の子供でもご が同伴であれば練習に参加してい
ただけるようにしましたので、小さいお子さんでも太鼓に興味があるなら是非練
習日に南自治会館をのぞいて てください。なお、練習日時の案内を５カ所ある
自治会掲示板に掲示していますので、練習に参加される時はご確認をお願いしま
す。勘明な勷などありましたら、 なくお問い合わせください。 

連絡先は、０７７－５７３－４４３５です。 
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サークル寺子屋 
 こんにちは。想いをカタチにする、サークル「寺子屋」です。 

夏休みには“小学生大会”を２回開催し、延べ３７名の小学生が参
加しました。 

 名人の山根正 さん、中 子さん、勽本かおりさん、増田
男さん、そしてインストラクターの皆様、有意義な一時をありが
とうございました。 

 これからも様々な活動を通して 世 間交 を りたいと思います。 

どうぞよろしくお願い致します。 

スタッフ一同 

 

衣川台自主防災部 

防災・減災         しっかり“備え”て“憂い”を小さく  

                               衣川台自主防災部 

                               部  中村十規人 

 衣川台は、いままで大きな災害に われたことはありません。しかし、災害はいつやってくる
かわかりません。日本では、東日本大 災の大被害に加え、地球 化の影響か集中 雨、 、
大雪など 拤気拺が原 といえる被害が多発しています。今や『 拤』が『通拤』化してきている
のではと思えるほどです。 

 先日、用事があって大津勾拔防 に く機会がありました。用事を済ませた後、勳 してあった
パンフレットを ち り、気になったので、 報オンラインの『防災対策』についても てみ
ました。やはり大事なことは『備え』です。 

 災害による被害をできるだけ少なくするためには、まず、『家具の転倒防止』等の家の安全対策
をしておく。災害時の身の守り方や避難の 方を知っておく。そして や や非拤 ち出し品な
どの備えをしておくことが必要です。衣川台自主防災部では、 と は、３日間の備 を めて
います。普段からしっかり“備え”をすることで“憂い”も小さくなります。 

 『災害時に命を守る一人ひとりの防災対策』に加え『向こう勫 』を基本にしたご 所の連
そして衣川台の『共 』 を め防災・減災につなげましょう。 

以上 

 

 

 

衣川台自主防災部からのお知らせ 

   １０月５日に本 第２回 の防災 を実施 します。 は自主 
   防災部 の全 をご ください。 
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員 員 
生 員 員 飯田雅史 

生 員 員 田村重喜 

 「 雨の晴れ間が夏」という がありますが、今 はそれを実感される となりました。やっ
と、朝晩涼しくなり、ひと息ついておりますが、皆さまはいかがお過ごしですか。まだまだ暑い日
があると思いますので、ご自愛ください。 

 さて、今回は 生 員 員の 場から、社会的意 について少し話をさせていただきます。 

 「絆」 

 東日本大 災後「 」という を用いて、被災者との連帯、あるいは人と人との結びつきの大
さを多くの人が っています。 

 「孤独］ 

 しかし現実には、戦後の 成 期を経て「豊かな社会」になって人々は えから 放され、ま
た の勺 により拎への が になって、この結果、他人との連帯感という意 は れて、
わずらわしさ以外の何物でもなくなっていないか。また他人に無関心になってしまって、各々が孤
独に陥ってしまっていないか、と疑問に思われます。 

 「連帯」 

 衣川台の場合は、今 も、子供からお りまで あふれる「夏祭り」が われました。他の
地区の方からは、衣川台は地域活動の熱心な、人と人とのつながりが強い地区として、うらやまし
がられています。 

 けれども、この衣川台でも自治会 れが われており、 生 員 員の 場から、地域のネ
ットワークづくりのあり方、地域連帯の再構成の必要性を日頃強く感じております。 

 「 会 」 

 そこで、人と人とのつながりの「核」となるのは何かを少し考えてみたいと思います。 

 社会的に い 場にある人のことを「社会的 者」と いますが、これは、固定 的な 方で
すね。 

 人勻とか社会的平等を計る 場から考えますと、社会的に い 場にある人とは、生きていくう
えで勘 な を えている方ととらえることができます。 

 「 」 

 したがって、地域のネットワークとは、誰かが誰かに何かをするだけでなく、同じ土俵で生活し
ているものとして、手を えてハン ャップを していこう、との共通の認 を待つところ
から出発するものと考えています。 

 今は、衣川台から社会を変えるものが生まれてくれないかと、期待しています。
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３．自治会から 

■文化体育部より 
の ーボール大会

は堂々３位入賞 ＼(^o^)／ 
ソフトボール大会は惜しくも 
予選敗退 (>_<) 
 去る５月２５日（日）にソフトボール大会が 

木の 東小グラ ンドで、６月１５日（日）に
はバレーボール大会が 木の 東小体 館でそ
れぞれ われ、ソフトボールでは予選１ １敗と
健闘しましたが惜しくも予選敗退。 

しかしバレーボールではＡチームが堂々３位入
賞を果たしてソフトボールの雪辱を晴らして頂
きました。何れの競技への出場された選手の皆様
がた大変お疲れ様でした。 

「速報」です！ 

インディアカ・グランドゴルフ大会にて 

事 とも しました！  

 さる９月１４日（日） 木の 小学校にて
競技とも われ、 競技とも いたしました。 
１０月に われます区 運動会前に みがつき
ます。参加された皆様方おめでとうございます。 

これからの秋の予定 事 

第１８回 の 会 

１０月１２日（日） 雨天予備日１３日（月祝） 
午前９時  木の 東小学校 

の フェ  ２０１４ 
１０月２６日（日）午前１０時 午後３時 

御 川 地公園にて（雨天の場合は 木の 小学
校） 

平成２６  第１８回 の 文化祭 

１０月３１日（ ） １１月１０日（ ） 

場所 木の 市 センター 

発  表 １１月１日（土）午後２時  

作品展示 
体験学習 

１１月２日（日） 
９:３０ 17：00 まで 
１１月３日（月祝） 
午前９:００ 16：00 まで 

このほかジュニア作品展や菊花展などが１０日（日）

にかけて われます。どうぞお楽しみに。 

 

■環境保全部より 
第一回天神川清掃【６月２１日（土）】 

 総数４２名の方にご参加を頂き、またその後
性５名の方にプランターへの花上にご参加いた
だきました。ありがとうございました。 

一 清掃【６月２９日（日）】 

 総数２４６名（内小学生３９名）の多数のご参
加を頂き、２１５袋の草・枝をはじめ沢山のごみ
を収集頂き大変きれいな衣川台になりました。そ
の日のうちに搬出も終り、天神川清掃ともども無
事に終 いたしました。ありがとうございました。 

団地 修工事【６月下旬】 

 ６月下旬より衣川台団地内各所で
繕工事が われました。その後も団地内各所にて

繕工事が われております。今後も工
事期間中は何かと御勘 をおかけしますが、何
ご の上御協 をお願いいたします。 

南公園真砂土追加工事【６月６日（ ）他】 

 南公園は公園愛護会
様のおかげでいつもき
れいな状態が保たれて
いますが、それでも砂
の減少は自然環境でも
あり 々 せていき、

に夏祭り開催中での 雨時に足元がぬかるん
でしまうなど 問 となっておりました。そこ
で大津市公園 地 へ し、６月６日（ ）に
２ｔダンプ６杯分を入れて頂きました。また７月
２４日（木）にも自治会の購入で追加搬入をさせ
ていただきました。 

 今夏の夏祭りでは模擬店テントの足元がまだ
ぬかるむ状態でしたが、ビッグパワーテント部分
は 当の 雨があったにもかかわらず、ぬかるむ
こともなく皆様足元を気にしながら踊る情景は
なくなったと思います。 
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■総務部より 
２６ 事予 （下半期） 

 去る６月初旬お願いをしてまいりました「日
募 ・ の募 」は７月３０日に 勨 雄

琴出張所を通じ、それぞれ納付をさせて頂きま
した。各募 は下記のとおりであります。 

『日  ￥59,219-』 

『 の  ￥49,654-』 

皆様方のご厚志誠にありがとうございました。 

 

 懸案事項の一つでありまし
た自治会館のガス拻の 新工
事を、本 総会時に 予
を計上のうえ役員会で協議し

プロパンガス化により、経費の節減と万が一の災
害時にも問 なく使用できるとの結 に り、さ
る７月２５日に使用 の い南自治会館プロ
パンガス化転換工事と、２口コンロと瞬間湯沸か
し器等ガス器具の 新をしました。同時に災害時
や夏祭り等のイベントで野外でも使用できる大
型コンロを２台購入。大型コンロは早速夏祭りの
焼きそば屋台にて大活躍。災害時での団地内基幹
基地としての南自治会館の機能もより強固に担
保できたと考えております。 

 

 

 衣川台には現在５カ所の掲示板があり、 々自
治連合会を通じ大津市や各種公共団体、その他の
団体等からの掲示 が増え、また本 は衣川
台自治会からの掲示物も増加しており、傘下団体
様にもご迷惑をお掛けしております。掲示物につ
いては期日の終 したものはもとより、期日前に
おきましても総勲部 断で撤去しているもの
もございます。掲示板に明記させていただいてい
る通り、傘下団体様を除き掲示物を貼り付けされ
る場合は、事前に総勲部 へご連絡をお願い申し
上げます。以上よろしくお願い申し上げます。 

 

自治会新規ご入会者 

村井 拖 様（１組） 石井 様（１１組） 

お亡くなりになられた方 

粟津 ヤス子様（１２組） 

平成２６ 自治会総会議案 （Ｐ２６）の中で環境保全
部 １２組加藤稔様の電話番号が違っておりました。 

正しくは ５７３－２０５９ です。 

関係各位様にお詫び申し上げます。 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

１０月 

い 根募 活動の実施（１日 ） 

木の 学区運動会参加（１２日） 

秋の天神川清掃実施（２５日） 

木の フ スタ２０１４参加（２６日） 

１１月 
木の 学区文化祭参加（１日 ３日） 

木の 学区総合防災 練（２３日） 

１２月 
衣川台 拢一 清掃 

拢 け合い募 活動の実施 

１月 

次 役員候拙の選出 

木の 学区スポー 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） 

木の 学区スポー 大会参加 

〈ボーリング大会） 

３月 平成２７ 自治会・自主防災部総会  

編集後記 
 ２０１４ 夏祭り、 方より大雨（皆様は集まって頂
けるのかしら？）と心配しておりましたが、祭り好きの
皆様大変沢山お集まり頂き、お蔭様で無事に尚かつ盛大
に終える事が出来、ご協 頂いた皆様ありがとうござい
ました。改めて御礼申し上げます。 

 ２回発 衣川台だよりお しい中、原稿をお せ頂
き有難うございました。 の影 者、総勲部 の編集、
作成のお蔭で出来上りました。 

衣川台だより担当 （6 組）中川 

 

 夏祭り開催前に今 の 的なものとして掲示板を
一時的に夏祭りバージョンにさせていただきました。誠
にお恥ずかしい出来上りでしたが、少しはお祭りを盛り
上げることが出来たのでしょうか？ 

 今号の使用写真は編集員石原が撮影しました。もっと
きれいに撮影出来ればよかったのですが、雰囲気くらい
はお伝えできましたでしょうか？ 

共同編集員 （15 組）石原 


