
衣川台だより
２．27年度年間行事予定（上半期）

１．平成２7年度衣川台新役員名簿

　　一年間よろしくお願いいたします！

３．平成2７年度衣川台自治会・

　　自主防災部　総会報告
　３月２２日(日)　 南自治会館に於いて、平成

　２７年度 衣川台自治会・自主防災部の総会が

　行われました。

　議長 １１組 田村氏 の進行のもと、年度事業

　報告･決算報告など、議案書に基づき粛々と執

　り行われ全議案異議なく承認可決されました。

　平成２６年度役員の皆様方、 一年間本当にお

　疲れ様でした。

発行日：平成2７年5月1日 . 
発行者：衣川台自治会総務部 

世帯数：312世帯     . 

５月１日号 目次 
  １．平成２７年度衣川台新役員名簿 

  ２．平成２７年度年間行事予定（上半期） 

  ３．平成２７年度衣川台自治会・自主防災部総会報告 
  ４．新役員挨拶 

  ５．傘下団体様のご紹介（順不同） 

  ６．春祭り開催のご報告 
  ７．その他 おしらせ 

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 運動会
  以降 文化祭

仰木の里フェスタ
天神川清掃
防火訓練
赤い羽根募金
年末一斉清掃

新春走ろう会
バトミントン大会

役職 氏名 組

自治会長 自治会総括 荒川　靖久 7

環境保全部長 安藤   實 10

総務部長 吉田　智恵 3

文化体育事業部長 福永 　剛 4B

会計 経理（予算・会計） 山下　節子 8

会計監査 経理監査 庵原　清和 3

広報等全般補助 宮田　敏和 6

衣川台だより 杉浦 　修 4A

書記・福祉委員 山岡　吉雄 11

掲示板、印刷機 平賀　正良 1

走邊 　宏 2

細川　治幸 13

環境整備、防犯、　　 北ﾌﾞﾛｯｸ長 中明　武二 3

ゴミ衛生、公園管理　 中ﾌﾞﾛｯｸ長 加藤　詔三 8

街路灯・カーブミラー 南ﾌﾞﾛｯｸ長 伊井　英夫 15

文化・体育活動 森 　勝彦 7

同 越中加代子 5

同 三田村　篤 4B

同 富田　勝彦 9

同 井上ゆり子 12

同 木下昭一郎 14

同 中島　啓吾 10

鵜飼　哲雄 2

*環境 北ﾌﾞﾛｯｸ:1～5組,中ﾌﾞﾛｯｸ:6～10組,南ﾌﾞﾛｯｸ:11～15組 を担当

役割

北･南自治会館管理

環境保全

副会長

総務部

文化体育

　仰木の里学区自治連合会役員(平成26年度自治会長)　
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４．新役員ご挨拶

自治会長(自主防災部長)　荒川 靖久(７組) 文化体育事業部長　福永 剛(４Ｂ組)
　平成２７年度の総会でご承認いただきまして自治 　27年度文体部長を任されました４Ｂ組の福永

会長と云う大役をお引き受け致しました。　私のよ です。衣川台に引っ越してきて５年自治会の行

うな不慣れな者が、会長に成るとは夢にも思ってい 事にはほとんど参加したことがなく、後悔しな

なかったもので、不安でいっぱいです。我々役員だ がら訳も分からず春祭りの準備をしていました

けでは何も出来ません、ふれあい推進（傘下団体） 先日の春祭りでは、残念ながら朝から降ってい

等のメンバーの皆様、また会員の皆々様のご意見を た雨のために、中止の決断を下してしまいまし

お伺いし、ご指導ご協力を戴きながらこの一年私共 た。協力して下さった皆様、本当にありがとう

役員は我々の出来る範囲で、少しでも住みよい衣川 ございました。至らない部分も多々あると思い

台、安全・安心な衣川台を目指して頑張って務めた ますが一年間できる範囲で頑張らせて頂きます

いと思います。   どうかよろしくお願い致します。 ので宜しくお願いします。

　今後の予定としまして５月１７日ソフトボー

ル大会、６月２１日バレーボール大会が決定し

環 境 保 全 部 長　　　安藤 實(１０組) ています。たくさんの方にご参加いただきます

　　「 玄関先に皆がお花を飾りませんか 」 よう、よろしくお願いします。

　大津市民憲章の第1項に“ 郷土を愛し琵琶湖の美

しさをいかしましょう”とあります。衣川台は琵琶

湖からの日の出を拝むことのできる団地です。 会　　　計　　　　山下 節子(８組)
通りを歩いていても気持ちのよい街です。玄関先が 　この度「会計」をやらせていただくことにな

美しいとみんなが気分良くなります。側溝の落ち葉 りました。７年前の役員改選の時と同様、独断

を取り除き、ペチャンコになった犬のウンチは金挟 で「会計」を引き受けましたので私の名前で出

みと１Ｌの水で流してしまいましょう。環境保全部 ています。いたらないところは多々あると思い

担当の組長さんには“３地区のブロック長”になっ ますが、よろしくお願いします。また、２年前

て頂き、各組長さんと非自治会員８０所帯の方の協 に定年しましたので、どうか７年前にお願いし

力も得て、わが街の美化に努めます。北(1～5組)・ ましたように皆様、井戸端会議の仲間に加えて

中(6～10組)・南(11～15組)の３ブロックです。 下さい。ところで最近の衣川台は高齢者の町に

みんなが協力し合えば街は自然と良くなります。 なり若者が少なく、非自治会員の数が多くなっ

間もなく、西側にも玄関が完成、車の通れる新しい たと聞いていましたが、残念なことに雨で中止

道路も開きます。楽しみにしておいて下さい。 になった春祭りの代わりに南自治会館で行われ

こんな歌を知っている世代の方が衣川台にはまだま たビンゴゲームに参加された多くの子供さんと

だ多くいらっしゃるはずです。 父兄の皆様を拝見しこれからの衣川台は大丈夫

　🎶　トントントンカラリンと隣組、格子を開け だと安堵しました。

　　　れば顔なじみ、廻してちょうだい回覧板、 　これからの自治会員の増加を期待します。

　　　教しーえられたり教えたり　🎶

自助・共助・「互」挨拶をしましょう。そうすれば

更に安心して外出もできます。 平成２７年度　他役員１６名含め
市民憲章には“温かい気持ちで旅の人迎えましょう” 　　”こ　の　一　年　間　”
で結ばれています　みんなで実行しましょう 　　宜しくお願い致します。

総 務 部 長　　吉田智惠(さとえ)(３組)
　今回、初めての自治会役員で総務部長という大役

を仰せつかりました。まだまだ、人生経験の乏しい

私がどこまで出来るかわかりませんが、少しでもお

役に立てるよう努力致します。どうぞ皆様お力添え

のほど、よろしくお願いいたします。
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５．自治会連携 傘下団体様のご紹介（順不同）

衣川台自主防災部
筆頭副部長　中村十規人

衣川台に自主防災部規約ができたのが平成１５年４月、 防災基本計画と防災計画 ができたのが平成

１７年１２月です。規約ができてから１２年、防災基本計画や防災計画ができてから間もなく１０年

が経過します。この間幸いにも衣川台は大きな災害に見舞われたことはありませんでした。大変喜ば

しいことだと思います。しかし、災害はいつやってくるかわかりません。最近の災害では、東日本大

震災が最も大きなものですが、昨年２０１４年を振り返ってみても２月には東京都心で４５年ぶりに

積雪２５㎝オーバーを記録し交通の大混乱をきたしていますし、５月には伊豆大島で M6.0 の大きな

地震が発生、７月には沖縄で過去最高クラスの最大瞬間風速７５ｍで建物崩壊、８月には広島の安佐

北区で大雨による土砂災害で７４名、９月には御嶽山が噴火し５７名が犠牲になっています。

その後も例えば１０月には台風１８号が関東を直撃し静岡では観測史上最大の４０２ミリの雨、１１

月には長野県北部で震度６弱の地震が発生と大きな災害が日本を襲っています。このように日本では

地震、台風、集中豪雨、土砂崩れ、火山の噴火、大雪など大きな災害が起っていますが、少しでも

　　被害を小さくするためには事前の『備え』が大切です。

　　日頃から『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仕方を知っておく、そ

　　して水や食料や非常持ち出し品などの備えをしておくこ

　　とが必要です。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『向こう三軒両隣』を基本

　　にしたご近所の連繋そして衣川台の『共助』力を高め、

　　防災・減災につなげましょう。

衣川台老人クラブ
文責　やまぐちしんじ

こんにちはボクの名前は衣川台老人クラブ、

愛称“みどり会”といいます。1982年の結

成ですからもう３３才、そもそも老人クラ

ブが結成されたのは戦後のこと、現役を退

いてもなお健康で生きがいをもって学びと

地域の担い手として役立つことを目標に結

成されました。以来この運動は県や市にそ

して私たちの仰木の里学区にもひろがり、

今７つの団体がありその１つが衣川台老人

クラブなのです。

　ただいま会の主旨に賛同してくださった

６０歳以上の会員は６０名平均年齢７８歳

とややオールドで、手前みそになりますが

きわめて活動的なクラブです。

　会費（年間２，０００円）と自治会や大津市からの助成金で活動を続けている自主団体です。月１、

第４日曜日、文化ホールに集い、迫る老いの時期、人として生きることの尊さを証し出来るような後

ろ姿でありたいと日々努めています。是非これからも自治会のみなさまの温かいまなざしと見守りを

切にお願いします。
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衣川台謡曲同好会(松韻会）からのご挨拶　
文責　10組　安藤　實

１２組の三林隆夫先生の指導で、毎週木曜日の夕方と土曜日の午前中、夫々２時間ほど南自治会館で

練習をしています。観賞するほどではなくても、少し興味を持って聴きに来てくれると嬉しいです。

琵琶湖を眺め、比良の山々を振り返れば、県内には多くの謡跡があります。三林先生が編集された、

全国の“謡跡めぐり”という冊子もあります。竹生島、白髭、三井寺、蝉丸など・・周辺の散策も楽

しくなります。すぐ北にある“真野の入江の舟呼ばい”という謡跡碑など見つけると、昔の琵琶湖の

形も想像できて、一段と興味がわいてきます。

　仲間を増やしたいので、少しだけやってみませんか。テキストなんかはコピーしてお渡しします。

小謡とか祝言とか、少し口ずさんでみると、なんか出来そうになりますよ。

衣川台子ども会
８組   尻江  由紀

新緑がまぶしい季節となりました。

皆様には、日頃より子どもたちを温かく見守っていただき、心より感謝しております。

  さて、子ども会も新一年生を迎え、新しいメンバーでの活動が始まりました。今年度は、子ども

同士、親同士の親睦を深めるとともに、地域の人とのつながりと感謝の気持ちを大切にしていきた

いと思っております。毎月第３日曜日に行なっております廃品回収では、いつも沢山のご協力を頂

きありがとうございます。おかげさまで、子ども会運営の大きな支えとなっております。また、今

年度も昨年に引き続き、廃品回収場所への搬入が困難な方のお宅へ子どもたちが回収に伺う企画、

『プロジェクトＨ』を実施していきたいと考えております。早速ですが、今月第３日曜日(１７日)

の朝８時より行いますので、ご希望の方は下記連絡先までご連絡下さい。

今後とも衣川台子ども会をどうぞよろしくお願い致します。

☆連絡先 : 573-XXXX  または  090-XXXX-XXXX

～お茶会～  

  

  

  

  
  

  

お茶を飲んでホッコリ！ 

おしゃべりしてニッコリ！！ 

皆さまのお越しをお待ちしています。 

  

日  時；2015年5月20日（水）9：30～12：00 

場  所；衣川台南自治会館 

参加費；無料  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です。 

あなたの想いで異世代間交流しませんか？寺子屋がお手伝いします。 

『お茶会』は一番手軽な異世代間交流。年齢や性別に関係なく、 

おしゃべりを楽しみながらホットな輪が地域全体に広がって・・・ 

あったかいんだからぁ♪ 

  

～ お 茶 会 ～  
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地域福祉の在り方について 民生委員児童委員　飯田 雅史

民生委員児童委員　田村 重喜

新緑の候　風薫るさわやかな季節となりました。皆様いかがお過ごしですか。

　さて、５月１２日は｢民生委員児童委員の日｣とされています。５月１８日までを活動強化週間とし

て全国各地でいろいろの取組みがされます。私たち仰木の里地区民生委員児童委員協議会の取組みに

ついては、後日配布します広報紙｢ほほえみ｣をご覧ください。

隠れた高齢者問題

　今回は、私たち民生委員児童委員が日頃心配している高齢者問題、特に表面化し難い高齢者虐待を

中心に考えてみたいと思います。衣川台にお住まいの65歳以上の高齢者は、衣川台地区人口 1,135名

(平成26年10月1日現在)の３２％の365名おられます。実態は不明ですが、被虐待者の割合は３～５%と言わ

れているので少なくとも１０名ほどおられても不思議ではありません。ただし、虐待が明らかになる

のは６人に１人ともいわれますので、現実はもっと厳しく身近な問題と言えます。

高齢者の願い

　多くの高齢者が施設などに入所せず自宅で暮らしたいと強く願うことは自然なことと思います。

しかし多くの虐待は、本来は信頼関係にある家族、友人、近所の人、有給介護者などの親しい人たち

です。これは地域(在宅)での介護が家族の負担を増し、家族にストレスが加わるためと考えられてい

ます。

基本理念

　この虐待を防ぐためには、まずみんなでその基本的な理念を共有することから始まると思います。

・高齢者は、暴力、ﾈｸﾞﾚｸﾄや搾取を受けることなく、自宅で安全に暮らす権利をもっています。

・高齢者は自分自身の生活に関する事柄を自分で判断し、決定する権利をもっています。

・高齢者は自分自身に関するｻｰﾋﾞｽ、政策やﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの作成と実施に参加する権利をもっています。

・高齢者は自立と尊厳を享受する権利をもっています。

・高齢者に直接関わる決定を行う際には高齢者の福祉、権利や利益を優先して議論されなくてはなり

　ません。

・高齢者は、十分に情報が与えられたうえで決定を行えるよう、自分たちの権利や選択権に関する正

　確で理解しやすい包括的な情報や助言を入手する権利をもっています。

一人前の人間

　これらは、高齢者を｢一人前の人間｣として取り扱わなければならないことを述べたものです。すな

わち、誰もが生まれながらにして持っている｢基本的人権｣のことですね。

地域での取組み

　今後、高齢者問題あるいは児童問題などの地域福祉の在り方について皆さんと共に検討できる場が

あればと考えております。地域福祉について、ご意見、要望などがあれば民生委員児童委員までお寄

せいただければ幸いです。

育自サークルたまて箱
育自サークルたまて箱    藤原 美代

育自サークルたまて箱は、未就園児のお子さまとお母さんのためのサークルです。毎月第1、3金曜日

10時半から南自治会館をお借りして集まっています。簡単な工作や季節に合わせた遊びをしたり、ま

たお茶を飲みながらおしゃべりをして、過ごしています。遊びを通して親と子や子ども同士が、また

お茶を飲みながらおしゃべりをすることで親同士が交流し、親子共に楽しくゆったりと過ごせる憩い

の場となることを願い、活動しています。

衣川台にお住まいの子育て中の皆様、ぜひ一度たまて箱にお越しください。　お待ちしております。

都合により開催日を変更する場合がありますので、事前にご連絡いただければ、と思います。また、

ご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。（藤原   573-XXXX）

地域のみなさまには、日頃からサークル活動を温かく見守っていただきとても感謝しております。

今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

5 / 8 ページ



無償奉仕の心地よさ 衣川台オアシス公園愛護会

代表世話人　　　田中正彦

４月１９日の「衣川天満宮春まつり」お神輿巡行ルートとなる北公園、南公園、メイン道路側帯の

除草作業を前々日に終え、まつり当日の子ども達の賑わいに溢れるお神輿巡行を期待しましたが、

あいにくの雨天により中止となり残念でした。でも、衣川台南自治会館でおこなわれた子ども達の

イベント抽選会では、元気で大声を発して動き回る多くの子ども達に直に接し、将来の衣川台を背

負ってくれる一員を想像し、頼もしく、うれしく感じるひとときとなりました。

昨年度の公園愛護会は、高齢あるいは体調不良による２名の退会者がありましたが、新たに入会い

ただきました４名のメンバーを含めて総勢３３名で平成２７年度をスタートいたしました。

大津市公園緑地課との委託契約にもとづく南公園の除草清掃作業は毎月１回以上、大津市教育委員

会文化財保護課との委託契約にもとづく史跡衣川廃寺跡除草作業は５月、７月、１０月の年間３回

実施を予定しています。大津市公園緑地課との委託契約にもとづく南公園の除草清掃作業は毎月１回

以上、大津市教育委員会文化財保護課との委託契約にもとづく史跡衣川廃寺跡除草作業は５月、７月

１０月の年間３回実施を予定しています。衣川台自治会の傘下団体として自治会事業への支援協力は

積極的に行うことを申し合わせており、春・秋の天神川を美しくする会清掃作業、琵琶湖を美しくす

る運動市民清掃作業、衣川台老人クラブ「社会奉仕の日」清掃作業、衣川台地域年末一斉清掃作業等

私たちの街「衣川台」の環境美化の一翼を担っているつもりです。また、メインイベント「衣川台自

治会夏祭り」では会場の設営、後片付けはもとより模擬店出店等々衣川台にお住まいの皆さんとの交

流・親睦を深める大きな役割にも挑戦しています。無償奉仕（ボランティア活動）の心地よさをぜひ

とも体験して下さい。皆様の入会をお待ちしています。

　南公園の日常維持管理作業に参加した皆さん（平成２７年３月作業） 年に一回の全体会議（総会）平成２７年３月２８日開催

春祭りの太鼓を打つ子供たちに思う 衣川台太鼓倶楽部 　　

代表　　田村修二(7組)

芽吹きを誘う春の優しい雨、しかし春祭りにはちょっと恨めしい雨でした。この日のために太鼓を

練習してきた子供達も、とても残念だったことと思います。しかし、前日の宵宮は好天に恵まれた

おかげで、宵からの天満宮参道での太鼓打ち鳴らしには中学生も含めて多くの子供達と見守りのご

父兄が参加してくれました。そして子供達は指の皮が剥けても延々１時間以上も嬉々として太鼓を

打ち続けてくれたので、祭り太鼓を大切に思う者として、とても心強く思った次第です。

太鼓の習い始めは、棒立ちで手首でしかバチが振れなかった子供達も、いつのまにか腕や肩、上半

身、膝、足と全身を使って力強く太鼓が打てるようになった姿を見ると、自分の孫の成長を見るの

と同じように、子供たちの成長が喜ばしく思えます。そして何よりも、自信を持って自己表現する

ことの喜びと、和の大切さを祭り太鼓を通して体験することが、豊かな心の成長に少しでも役立つ

ことを願ってやみません。

　　　　　　　　今後も、衣川台太鼓倶楽部への皆様の温かいご声援を宜しくお願い申し上げます。
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６．春祭り開催のご報告

　衣川天満宮春祭りが４月１８日(宵宮)、１９日

(本祭り)が執り行われました。 宵宮は春らしき

好天に恵まれ午後３時より太鼓倶楽部の子供たち

の太鼓を合図にスタートとなり盛況な中、８時終

了となりました。翌本宮は、未明より降り続く雨

が止まず役員苦渋の決断のもと、お神輿巡行は中

止となりましたが天満宮においてのお神輿のお祓

いなどの神事は予定通り執り行われました。

　午後一時より南自治会館において子供会よりの

ビンゴゲーム大会が催されお神輿を担げなかった

残念な思いを吹き飛ばす子供たちの楽しそうな笑

顔が見られ役員一同胸をなでおろしました。

　春祭り開催にあたりご協力頂いた傘下団体

　　子供会･太鼓倶楽部･老人クラブ･オアシス

　　公園愛護会･育児ｻｰｸﾙたまて箱･ｻｰｸﾙ寺子屋

　春祭り開催にあたりご芳志を頂きました皆様

　　田中正彦様(11組)・山岡吉雄様(11組)

　　曽根喜幸様(11組)・荒川靖久様( 7組)

　　㈱中村組様　・　㈱もなみ様
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７．その他　お知らせ

　     里東小学校PTA地区委員からのお願い 　　　里東小学校PTA地区委員

　　　　星川  藤原 

　　　　日頃は地域の子どもたちを見守っていただきありがとうございます。

　　　ＰＴＡ地区委員は小学生が安全に登下校するためのお手伝いをしております。４月９日から

　　　真新しいランドセルを背負った新入生を迎えての集団登校を始めました。また、近々新道路

　　　が開通するということで、子どもたちの通学路や衣川台内部の交通量の増加が予想されます。

　　　今までと様子の変わる通学路で子どもたちの安全を確保するため、４月から登校の指導を行

　　　なったり、下校時の見守りを呼びかけています。今までと様子の変わる通学路で子どもたち

　　　の安全を確保するため、４月から登校の指導を行なったり、下校時の見守りを呼びかけてい

　　　ます。各家庭での子どもたちへの指導も促す予定です。それでも新道路開通後の登下校に不

　　　安を感じています。そこで、衣川台で交通事故が起こらないよう多くの皆さまに見守りをお

　　　願いしたく衣川台だよりに掲載させていただくことにしました。お時間の許す範囲で登下校

　　　の見守りにご協力頂きたく、よろしくお願いいたします。登下校の時刻は下記の通りです。

　　　　登校:7時35分から8時5分頃、下校:15時前後、16時前後、学童･中学生は17時から18時半頃

　　　新道路開通後は利便性も増し多くの皆様がこの道路を使われるかと思いますが、子どもたち

　　　の登下校の安全確保のご協力とご指導のほどよろしくお願いいたします。

　　　お気づきのことや危険な行動などを見かけられたときには、お手数ですが

　　　　　　　　　　　　　　地区委員藤原（XXX-XXXX）　までご連絡いただけると助かります。

自　治　会　か　ら　の　ご　連　絡

自治会新会員様のご紹介 文化体育部からのお知らせ

　　１４組　齋藤さま　、７組　北村様（再入会） 仰木の里学区 球技大会
　　ソフトボール大会 ５月１７日

　　バレーボール大会 ６月２１日　に開催

総務部からのお知らせ 　後日案内しますので、奮ってご参加下さい

「衣川台だより」は皆様のお手元には白黒Ｂ４裏表

サイズにての配布ですが、本来はＡ４サイズカラー 環境保全部からのお知らせ
原稿で作成しています。衣川台自治会のホームペー H27年度、大津市の関係部署が早速活動して

ジにてぜひＰＤＦカラー版をご覧ください。 くれています。

１.４月２２日調査に来て、北公園から北に

　 http://www.kinugawadai.com/ 　 向かって雨水が流れる道路の構造を改良

　 します。必要機材の発注から始まります

２.４月２４日に南公園へ盛り土を施し水溜

　 まりのできないようにしました。

３.北公園の滑り台・ブランコの塗装と整備

　 など早急に取り組んでくれます。

４.仰木の里東からの連絡道路は６月初旬に

皆様のページです。是非アクセスしてください。 　 供用開始の予定で着々と進んでいます。

  

  

  

  
  

  
 

衣川台自治会のホームページ 
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