
1 

 

１２月１５日号 目次 

１.秋の各種イベント 

２.傘下団体様のコーナー 

３.自治会からのお知らせ 

衣
川
台
の
力
を
結
集
！ 

衣川台衣川台衣川台衣川台だよりだよりだよりだより    
年の瀬はあわただしいものですが、
今年は寒さも厳しく一層あわただ

しく感じます。どうかお風邪など召

されませぬように。 
 

１．秋の各種イベント 

みんなでジャンプは優勝! 
地区対抗リレーもレース別では一位でゴール！ 

 さる１０月１２日（日）超大型台
風が滋賀県内にも近づくなか、何と
か雨も らず仰木の 校グ
ラウンドにて「第１８回仰木の
区市 運動会」が盛大に われまし
た。 いも拊きも のもととはい
きませんでしたが、皆様一生懸命に
競技に参加していただき、また応援
席も最後の地区対抗リレーでは最
大の大盛り上がりでした。あと数ポ
イントあれば一ケタ台の順位も可
能でした。ほんの少しだけですが競
技中に撮影した写真をご紹介させ
ていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 日：平成 26 12 月 15 日 
発 者：衣川台自治会 勲部 
世帯数：３１６世帯 

競技終 後の表彰式にてみんな
でジャンプの優勝賞状とトロフ
ィーを代表で子供たちに授与。
思わず笑顔になっています！ 

玉入れは意外と難しい！ 

上を向いたままでは首が痛くな
りそうです(>_<) 

 

ネットを潜り抜けてさぁゴール
まであと一息！がんばれー！ 
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総合１２位！ 
地区対抗リレーは手に

汗握る展開に、応援

にも力が入り大興奮! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

晴天の中「仰木の里フェスタ ２０１４」開催される。 

運動会の も めない中、１０月２６日（日）には仰木の 川 地公園にて
され、大 山の人でにぎわいました。当日は来 として大津市  越氏もお越しになり、

中に 園 の発表をご覧になったりして、仰木の の の一日を楽しまれました。 
衣川台からは、衣川台オアシス様や太鼓倶楽部田村修二氏ほかによる江州音頭で美声を

に かせていただきました。（写真がなくて申し ございません。m(_ _)m） 
当日は朝早くから天 も大 拖く少し ばむくらいで、 たい み物は早々に売り れ

午後２時過ぎにはほとんどの模擬店の品物が完売状態でした。大人も子供も一緒に仰木の
に住んでよかったと味わえる一日だったと思います。 
 

11 月１日より「第１８回仰木の里学区文化祭」が開催！

衣川台からも多数出品がありました。写真にて展示品の一部紹介します。 

 

 

 

目は真剣ですがどことなく余裕が 
(*^_^*)リレー前走者を待つボク！ 

 

最終ランナーはま
さに激走！追いつ
かれそうになるも
逃げる！逃げる！ 
応援席の大声援に、 

事応えていただ
きました！！ 
お疲れ様でした。 
 

競技に出場された皆様ほか、一生懸命応援を

していただいた皆様方も大変お疲れ様でした。 
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●衣川台文化事業部 担当委員より 

 文化体育事業部 文化委員 廣川 

 衣川台の文化会員として作品を募集しました。当初５名の方の申し込みでした。新しく
参加してくれる方が少ないと感じました。やむをえず まで出展していただいていた方
と会 から依頼されていた方々に連絡をとらせていただきました。６名の方から をい
ただきました。合わせて１１名の方々に出展していただくことになりました。勘 れであ
る私に にしていただき、ありがたかったです。 

 忙しい生活の中に素敵な趣味をお持ちであると感じました。またどの作品も素晴らしい
出来映えなので尊敬しました。作品の搬入・搬出等いろいろご足労をおかけしました。会
場は活気にあふれていました。私としては憩いのひとときを過ごさせていただきました。
また衣川台オアシス、で ・もなみの方々のたくさんの出展作品を し、衣川台の方々
のご が相当たいしたものだと思いました。 

 文化祭に関係していただいた皆様本当にありがとうございました。 

 
 

２．傘下団体様のコーナー（順不同） 

■衣川台 ク             
雑感；ひと・とき・いこい（憩い）    衣川台 人クラ  山口 信治 

々 々 相 たり・・・ 々 々人同じからずや（ の一拿） 
 時の れは速いものですね。つらつらと思うに月１の を らした 会会員の皆さん
に大 足していただけただろうかと・・猛 の日々です。 
とは言え、 オアシスさんとの合同お 会、どの顔にも人と時と憩いの を。 
 猛暑、ボクらを招いてくれた夏まつり、ドームを襲う雨つぶにも負けず、去りし人との
邂逅、お互いの幸せを祈り合える瞬間を演出してくれたお地蔵さんに、それを。 
 迎 館での 会、 レン・ケラー 史に、イングリッシ ガー ンの ラ達の りに、

勯 手らの夏の が い の 方にボクたちを ってくれた人と時、憩いのコラボに。 
 の時勡、時の人 を ねて木 本 ドライ 、主（あるじ）の名号をもつそば
屋でのめちゃくちゃ待たされて食った田楽とそばに勽の方に日が き ムードならぬ
メタ コイ の 木 、 （いと）しき人との・・・そんな 拲を衣川に持って帰ろう。 
 そして 、人生の い方（ ン ィング）を ぶ集いに住 の皆さんと一緒に考え
てみました。ユーモアに富む稲垣忠先生のお話しの中に、人、時、憩いのキーワードが？ 
 こんな思い出を作ってくださった衣川台の皆さんにこの場を借りて一言お礼を申し上
げます。厚意に えることなく地域を愛し少しでも役に つ自主団体（みどり会）として
さわやかな一つの風を送り続ければと願っています。       人同じからずや 
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■衣川台子ども会 

 

 

 

 

平成 26 の 事も拑り少なくなりました。子ども会の活動は、会員会 ・自治会か
らの 成 ・廃品回収の収 で運 しております。皆さまのお で 実した 1 となりあ
りがとうございました。来 も引き続きよろしくお願いいたします。 

平成２６  子ども会会  星川 弘美 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４月 春祭り 6・5 年生の力強い仰木太鼓。カッコ良かったですね。 

ビンゴ大会では大興奮！ ありがとうございました。 

５月 大人親睦会 スウィーツをいただきながら、通学路について話し合いました。 

６月 交通安全教室 実際に通学路を班で歩行し、安全指導を受けました。 

 一斉清掃 急坂の掃除をしました。暑い中多数ご参加ありがとうございました。 

８月 衣川台夏祭り 子どもたちの一番の楽しみ！大勢の方にご協力いただき大盛
況でした。夜の部では子どもたちの歌声も披露できました。 

10月 プロジェクト H 廃品回収場所へ搬入困難な方宅へ、子どもたちが取りに伺いました。 

 意見交換会 規約改正案（役員選出・会計監査）に対して意見交換しました。 

11月 臨時総会 上記改正案に対して臨時総会を開催し、決議しました。 

 カレーパーティー 子どもたちがカレーライスを作りました。とっても美味しかったね。 

12月 クリスマス会 ランチ・ケーキ・ゲーム・プレゼント交換・・・お楽しみに！（12/22） 

２月 役員選出・互選会 2 月 7 日（土）10 時～ 北自治会館 予定 

 歓送迎会 2 月 28 日（土）恒例ボーリング大会 予定 

毎月 廃品回収 沢山のご協力、感謝申し上げます。 

平成２６  子ども会 活動報告 

交
通
安
全
教
室
で
の
一
コ
マ 

通 拗員の方が 守る中、
の横断の練習中です。 

外から帰ってきて、南自治会館での
会。こども達みんな真剣です。 
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■  

平成 26 11 月 23 日 
 

生委員 委員(勾担当)  飯田 雅史 
生委員 委員(南担当)  田村 重喜 

 
ふと気が付くと に けたカレン ーが拑り一 になっている。 を重ねる に時の

れの早さを感じるようになった。 
 
ある人は「 する時に目 地に くまでは く感じ、帰りは く感じるやろ、それは

知らぬ土地で、まだかまだかと待つ間（知 を 収するまで）は時間がかかり、経験して
しまうと後は く感じるものなんや」といいます。なるほどそうか、 を勚るほど早く感
じるのはそのせいかと納得したりして。皆さんは如何でしょうか。 

 
さて、少し余談になりましたが前号に「地域のネットワークはお互いに手を携えてハン
ィキャップを していこうと、共通 を持つこと」と せました。 
そのことについて少し考えてみました。 

 
 先日、子供会の『プロジェクトＨ』が実施されました。廃品回収の時に高齢者のお手伝
いをしようという事業です。その当日、朝早くから子供達が集まり家々を回り重い荷物を
運ぶ 、それを笑顔で 送る大人達、そんな 拲を て正にこういうことの み重ねが大
事と感じたところです。 
 
 その他にも衣川台にお住いの皆さんとの連携があろうと考えます。 
 
 えば、高齢者が経験された物づくり(竹馬、水鉄砲等)、手遊び（コマ回し、おじゃみ
等）、昔話（体験談）をしながら子供達と一緒に遊ぶ場をもつこと。 

又、大震災による家屋倒壊等が発生したことを想定し、高齢者や子供達のような災害弱
者を対象にした自治会館での一泊避難体験。等、核家族化が進み家族の絆が希薄になった
中でのこのような経験は、ネットワークを生むトリガーになるのではないでしょうか。 

 
以上、思いつきですが参

考になれば幸いです。 
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日日日日        時；時；時；時；2015201520152015年年年年 1111月月月月 7777日（水）日（水）日（水）日（水）13131313：：：：30303030～～～～15151515：：：：00000000    

場場場場        所；衣川台南自治会館所；衣川台南自治会館所；衣川台南自治会館所；衣川台南自治会館    

参加費；無料参加費；無料参加費；無料参加費；無料        どなたでも参加いただけますどなたでも参加いただけますどなたでも参加いただけますどなたでも参加いただけます    

  こんにちは。想いをカタチにするサークル寺子屋サークル寺子屋サークル寺子屋サークル寺子屋です。 

毎回好評の百人一首大会を新年早々行います。 

100枚取りの源平合戦です。 

老若男女関係なく真剣勝負！ 皆さまのお越しをお待ちしています。 

スタッフ 9組；星川 弘美・14組；吉田 祥代・2組；須藤 洋子 

 
 
 
 

 

■サークル寺子屋 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

３.自治会からのお知らせ    

■環境保全部より 

●衣川台の防犯活動について          環境 全部  池上 淳 

衣川台では災害に対する備えとしては、自主防災部が活動しています。そこで、今回
は「防犯」について考えてみました。「防犯」の基本は、「自分の身は自分で守る」と
いう がけです。「 りをしっかりする｡」「 い の一人歩きはしない｡」「オレオ
レ詐欺に気を付ける｡」「知らない人についていかない。（子供）」等です。しかし、さ
らに な「防犯」には、 名な「 れ 」と「犯罪者の がる環境づくり」
の実勶が大 であると思います。そのために、「 にしていること」「さらに出来るこ
と」「負担が少なく、楽しく出来ること」を挙げると次の様なものがあります。 

     １． 団地内の住 のつながり（  自治会活動 挨拶運動） 
     ２． 子供たちの 守り （  集団登校 挨拶運動 子供 110 番） 
     ３． 環境美化活動 （  一 清掃 庭木、生垣の剪定） 
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     ４． 、公園等の環境改 、 持 （  一 清掃 公園愛護会） 
     ５． 地、 き家の拻  （  除草） 
     ６． がり、拎 を無くする（  街灯、門灯の点灯 庭木、生垣の剪定） 
     ７． 犯罪者が諦める環境作り （  挨拶運動・・知らない人にも挨拶） 
     ８． パトロール （  パトロールを兼ねたウォーキング、犬の散歩） 
 団地 るみで、出来ることから、「防犯」に をお願いします。 

●第三回衣川台防災（避難）訓練が行われました。 

 １１月２３日（日）第勫回の防災 練が８５名の参加により われました。 しい内  

 については１２月１２日付発 の「衣川台なまず通信」をご覧ください。 

●秋の天神川清掃と年末一斉清掃へのご協力感謝いたします。 

去る１０月２５日（土）に「第２回天神川清掃」には２３名の、また１２月７日（日）
「 拢一 清掃」には９０名を超える多数のご参加・ご をいただきました。両清
掃作業とも事故なく無事に終 いたしました。 にありがとうございました。 

●犬のフンと不法投棄について 

 先日の 拢一 清掃の時にも気がつきましたが、犬のフンがいまだに団地内 にて散 

 されております。衣川台の 上から 

犬のフンがなくなるよう皆様方のご協力をお願いします！ 

 また団地内南 衣川 地進入 横の竹 に剪定 、自転 等の勘 物が多数あった 

 と会員の方よりご報告がございました。当 地にある勘 止の のとおり、 

公共の場所、私有地に関わらず不法投棄は犯罪です！ 

きれいで住みよい衣川台の住環境を守りましょう！ 

■総務部より 

●北自治会館もプロパンガス化転換工事を実施致しました。 

 勾自治会館について湯沸かし器を使用されておられた会員の方
より、点火時に炎が軽く出たとのご報告が１０月３０日にございま
した。早速点検を専門家に依頼した結果、点火時に炎が少し出るの
を 勲部 も をしましたので、 時使用 止 を勚りあわせ
て南自治会館と同様の工事をするかどうか全役員にて検討の結果、
今 の特 上をされた予 にて、１１月１５日（土）にプロ
パンガス転換工事と共に機器の 新もはかりました。 新した機器
は南自治会館と同様の物です。またスペースが狭い為ガスボンベの

位 を し台下とし、 し台 のスペースを しました。      

 これにより南・勾両自治会館ともガスはプロパンガスになり、コ
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ンロ・湯沸かし器とも新品になり、安全にご使用いただけるようにいたしました。 

 また し台 の水 拻に 拻の使用部分がありましたので、ス
ンレス拸の物に 換を無 にてあわせて施工していただいて

おります。これにより万が一大地震等にて都市ガス供給が止まり
ましても南・勾両自治会館のガス勳備は使用を出来、防災上の基
地としての機能を十分に発揮できるものと考えております。
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編集後記 

 今 大 の れが早く少し い気味。 

の初めに自治会の役員を 命して、一 が
経とうとしていますが、「衣川台だより」での
原稿依頼をいつも快く引き受けて下さる傘下
団体様はじめ皆様のご により、いつも編
集に困らずに済んでいます。改めて感謝申し
上げます。 

 また先日の一 清掃時には南自治会館の清
掃にも多数のご を り にありがとうご
ざいました。おかげさまで勾・南両自治会館
内外ともすっきりとして、気持ちよく新 を
迎える事ができそうです。 

 

衣川台だより担当   （６組）中川  禊 

    共同編集員 （１５組）石原 正宏 

 

●赤い羽根共同募金・歳末たすけあ 

 い運動募金では多数のご協力頂 

 き、誠にありがとうございました。 
両募 の集 は下記のとおりです。 

』 

￥６５,７０７ 

す 動 』 

￥６５,７０７ 

なお ですが募 は同一でございま
した。両募 とも関係機関等を通じ納付を
終 しております。 

 
●特殊詐欺に気を付けましょう。 

 最近 勲部 の家であった出来事です。
夕食時に電話で「来月からインターネット

が値上がりします」との電話。今 メ
ールやＤ 等で何の 内も無かったので勘
審に思い、「なぜ今回は電話連絡だけなので
すか？」「 方 等の は文書 出が基
本だったのでは？」等を尋ねると相手先か
ら一方 に電話を ってしまいました。 
 早速契約先にメールにて質問したところ、

日電話にて拮事があり、値上げ等は一
予定していないし、値上げの連絡は文書に
てあらかじめ う等の拮 があり、その電
話は特殊詐欺ではないかとの でした。 
 たまたま契約した本人が電話に出たから
拖かったものの、内 がわからない家族だ
ったら（携帯電話・通信関係は特に契約内

が しにくい）ので言 みに 拗し
詐欺にあってしまうようです。 
 々 化している特殊詐欺ですが、 

お亡くなりになられた方 

        稲  美津子様  （５組） 

        中 出 松 男様 （１３組） 

 

■速報です！ 

 衣川台自主防災部の勳 から何かとご
を っております池田 明氏（１０組）

がこのほど大津市消防局より消防功労者と
して表彰される事になりました。 

平成２７ １月１１日（日）の消防出初式
式典にて表彰されます。         

「衣川台だより」は皆様のお手 には
Ｂ４サイズにての配布ですが、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/http://www.kinugawadai.com/http://www.kinugawadai.com/http://www.kinugawadai.com/    

の勶 を で
して』などの連絡は、特に注
意をしましょう！ 


