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5月9日（⽔）堅⽥駅⻄⼝⼟地区画整理事業（県道仰⽊本堅⽥線整備⼯事）の開通式
が⾏われました。⾐川台⾃治会からは、須藤⾃治会⻑が出席しました。
堅⽥駅⻄⼝ロータリーの完成は10月頃まで掛かるそうです。新道路を利⽤されて
いる皆様も感じておられると思いますが、⾐川台から堅⽥駅、琵琶湖大橋方面への
アクセスが格段に便利になりました。⾐川台へ戻ってくる時も、明神橋交差点で
ほとんどの⾞は仰⽊方面へ右折するため、スムーズに帰って来ることが出来るよう
になりました。
今のところ、⾐川台を抜け道にする⾞は少ないように⾒受けられます。
ただ、新道路の交差点には、ほとんど信号が設置されておらず、スピードを出して
いる⾞も多いので、交差点を右左折する時は、スピードを落とし気を付けて⾛⾏しましょう。

サークル寺子屋主催
☆衣川台パブ☆ 復活！

6月２３日（土）南自治会館にて、異業種交流に
あらず、異世代交流を通して、楽しい⾐川台・
元気な⾐川台を目指す交流会が開催されました。

⽼若男⼥が集まり、日頃のうっぷん︖を発散させ、
楽しいひとときを過ごしました︕

第１回 衣川台の未来を語る会開催

７月８日（日）南自治会館にて、「⾐川台の未来
を語る会」が開催されました。少子高齢化、⾃治
会離れなど、正に社会の縮図そのものの⾐川台。
⾃治会存続の危機感をお持ちの熱心な方々が集ま
り、ささやかなアルコールで堅くならず、しかし、
大いに真面目に語り合いました。
まずは、過去に先輩方が取り組まれた経緯をお聞
きし、ざっくばらんに意⾒を出し合いました。

次回、ご興味のある方は、是非、ご参加を︕
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5月20日（日）仰⽊の⾥東⼩学校で開催された 第22回 仰⽊の⾥学区ソフトボール⼤会 に出場。
昨年、惜しくも準優勝に終わり、今年こそ優勝を目指しました。
予選リーグ、Ａコート 第１試合、⾐川台対東山。東山の美人ピッチャー
にドキドキしながらも容赦なく打ちまくり圧勝︕ちょっと大人げない
とも思いましたが、そこは優勝にはゆずれません。
第２試合、東山と東２は、東２の圧勝。
第３試合、手強そうな東２対⾐川台。これに勝てば、Ａリーグ突破で
決勝に進めます。しかし、疲れが出たのか２回裏、東２に10点の
大量得点を許し戦意喪失。惜しくも予選敗退となってしまいました。

衣川台
東２

衣川台

東山
東山

東２

12： 4

1： 9

6：19

予選リーグ Ａコート

最後はみんなで記念撮影

６月17日（日）仰⽊の⾥東⼩学校で開催された第22回 仰⽊の⾥学区男⼥混合バレーボール⼤会に出場。
⾐川台からは2チームがエントリー、それぞれAコートとBコートで戦いました。
Aチームは1敗1引分けの戦いでした。Bチームも健闘しましたが０勝２敗で、残念ながらどちらのチーム
も決勝進出は出来ませんでした。お疲れ様でした。
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予選リーグ Ｂコート

最後はみんなで記念撮影
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天神川清掃

６月２３日（土）天神川を美しくする会が毎年実
施している天神川流域の清掃作業に参加し、⾐川
台の担当エリアである明神橋からJR高架下までの
南側歩道の除草作業を実施しました。公園愛護会
を始め多くの⾃治会員の方々の協⼒を得てすっき
りした歩道にすることが出来ました。ご協⼒あり
がとうございました。

琵琶湖市民清掃

７月１５日（日）天候不順のため、１週間延期と
なった琵琶湖市⺠清掃を実施しました。
多くの⾃治会員の方々の参加を得て、きれいな
⾐川台にすることが出来ました。
ご協⼒ありがとうございました。

写真上から、成安造形大横の通学路、⻄羅古墳周
辺、JR線路際など作業の大変な場所が⽚寄ってお
り、分担場所の割り振りについては、課題がある
ことが分かりました。

サークル寺子屋
『夏休み小学生大会』

８月２２日（水）南自治会館で
毎年恒例の『夏休み小学生大会』
を⾏いました。今年は、⽊⼯細⼯
と絵画をしました。
ご協⼒頂きましたボランティアの
皆様、ありがとうございました。

代表︓星川 弘美 子供会
『廃品お助け隊！』

廃品を搬⼊困難な方のお宅へ子供達が回収に伺い、
少しでも⾐川台の皆さんのお役にたとう‼という
活動を「プロジェクトＨ」と呼んでいましたが、
活動内容をより分かりやすくするため、
『廃品お助け隊』という呼び方に改めました︕
遠慮無く、どしどしご利⽤下さい。

会⻑︓吉⽥ 知果

環境保全

７月２２日（日）１２組に新しいゴミ箱増設
昨年から⼀挙に５世帯が増えたことにより、ゴミ
箱の容量が不⾜し、ゴミがあふれていました。
カラスを呼び寄せ、ゴミが散らかり、不衛生かつ
悪臭の原因になるので、新しいゴミ箱を増設しま
した。申請して承認されれば、大津市から半額補
助が出ます。
他にも問題の場所がありましたらご⼀報下さい。

環境保全部⻑︓⽯塚 泰洋

通学路

JR線路際

⻄羅古墳周辺



衣川台老人クラブ（みどり会）

６月２４日（日）ふれあいサロン
めでたく百寿を迎えられた11組の⽥中せいさんのお祝いと、

「こども、若もの世代と高齢者に心⾝の健康を」をテーマに滋賀県で
活動されている京⼤名誉教授 笹⽥昌孝先生の講演がメインでした。
先生は⽥中せいさんに百寿のお祝いの⾔葉と、どのように生きてこら
れたかを親しく問われ、どうしてこんなにいつまでも元気なのかを
納得、感動されたようでした。

７月４日（水）仰⽊の⾥東幼稚園へ七⼣の世代間交流
みどり会の５人が仰⽊の⾥東幼稚園へ七⼣の世代間交流に出かけ、

年⻑組の可愛い園児たちと笹⽵への飾りつけとふれあい手遊び、園児たちの合唱を楽しみました。

７月２２日（日）ふれあいサロン
今回で３回目となる、仰⽊の⾥防災会⻑の京都有喜蕎⼼流 ”そば打ち塾師範” 津原⼠郎先生による

「おそばを楽しもう」が⾏われ、本格的なそば打ちを⾒学し、お蕎⻨を味わいました。

衣川台謡曲同好会（松韻会） 代表︓⽜尾 定勝

5月15日（火）竹生島を謡う ＠今津サンブリッジ
⾐川台謡曲同好会は⼗数年前の発⾜以来、偉⼤な12組 三林先生指導の下、歴史を重ねてきました。

先生はH28年3月に亡くなられ、以降は10組 安藤 實さんのリードにより何とか継続されていましたが、
この6月4日に旅⽴たれ、たちまち存亡の危機にさらされました。生前の安藤さんの意向もあり、真野・
堅⽥の謡曲会で⻑く活躍されている10組 岡⽥ 融さんにリーダをお願いしたところ、6月14日の南⾃治
会館での練習から加⼊頂く事が出来、⼒強く新たな活動が始まりました。この機会に関心のある方の新
加⼊を期待しています。

下の写真は安藤さんが亡くなる半月前の5月15日、窓外に⽵生島の⾒える今津サンブリッジホテル
１階のVIPルームで、⽵生島を謡いお食事会をした時のもので、私たちメンバーにとって忘れ得ぬ思い出
となりました。

会⻑︓⼭⼝ 信治
会計＆事務担当︓⽜尾 定勝
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衣川台オアシス公園愛護会

衣川廃寺跡除草作業のお礼と入会のお願い
７月21日（土）第2回「史跡衣川廃寺跡」の除草・清掃作業実施

⾐川台住⺠の皆様に参加を呼びかけ、当日は朝から猛暑となり作業環境の悪い中にもかかわらず、多
くの方にご参加頂き、無事に終えましたことをお礼申し上げます。

ところで、公園愛護会は、⾐川台地域の住みやすい、より良い環境維持向上を目指す作業に積極的に
参加して、ボランティア活動の喜びを体得するとともに近隣住⺠との親交を深めることを目的とし、次
の活動を⾏っています。

・南公園の除草清掃（1回／月） 大津市公演緑地課と委託契約
・⾐川廃寺跡の除草清掃（3回／年） 大津市教育委員会文化財保護課と委託契約
・⾃治会が実施する環境保全事業並びに文化体育事業への積極的参加
・その他目的達成に必要な事項（北、⻄、東遊園地等の清掃）

数年前までは上記の活動は⼗分に⾏うことができましたが、ここ最近、会員の高齢化により、発⾜当時
の活動を継承していくには困難な状況に直面してきました。

７月の除草作業に参加のみなさん 除草運びを手伝ってくれた子供達

そこで、お願いです。
作業時間は、1〜2時間程度、“無理のない形でやろう”が決まり文句になっている会です。活動中の雰囲
気としては、草刈りをする人、熊手でゴミを寄せ集める人、溝を掃除する人、袋に⼊れる人、低⽊の刈
り込みをする人、疲れて休む人、談笑する人など様々で、それぞれ⾃分に合った作業を⾃由にされてい
ます。作業が終わった時点でお茶を飲みながら誰ともなく“きれいになった、スッキリした”と満⾜した
声が聞こえてきます。このように気楽な会ですので公園愛護会の目的と活動に賛同して頂き、軽作業を
⾏うことが可能であれば年齢、男⼥を問いませんので⼊会をお願いします。もちろん、ご都合のつく日
のみ参加頂ければ結構です。ちなみに、現在の会員は28名、OB会員1名の総数29名です。

ご関心をお持ち頂ける方は、お近くの世話人までご連絡下さい。お待ちしています。
（世話人）

7組︓原⽥ 隆司 7組︓⽥村 修二 9組︓鵜飼 哲雄 10組︓岡⽥ 融 10組︓古澤 弘信
11組︓⼭根 正典 11組︓⽥中 正彦 代表世話人 13組︓⽯塚 泰洋

衣川台オアシス
二つのお願い︕ アルミ缶

リサイクル・アルミ缶回収では、たくさんのアルミ缶を出していただき
ありがとうございます。

⼀つ目︓アルミ缶の袋に生ごみなど不純物を混入しないで下さい
二つ目︓アルミ缶とスチール（鉄）缶は別々の袋に入れて下さい

なぜ︓せっかく集めたアルミ缶の重さが５ｋｇ、７ｋｇと減量されます。
よろしくお願いいたします。

代表世話人︓⽯塚 泰洋
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代表︓⽥中 正彦

南自治会館軒下での仕分け作業



衣川台夏祭り (子ども祭り) 子ども会主催
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8月1８日（土）待ちに待った衣川台夏祭り︕夜の部の開催に先⽴ち午後2時から子ども会主催による
子ども祭りが開催されました。
ストラックアウト、輪投げ、ヨーヨー釣りなどで遊び、かき氷、タコせんべいなどを美味しく頂き、
最後にはビンゴゲームで多くの子ども達が楽しんでくれました。

吉⽥会⻑の号令で、⼦ども祭りの
始まり、始まり！

当日券もあるでよ かき氷もスタンバイ！
夜まで頑張るゾ！！

入った

ひかりものつり

うまい棒つり

ヨーヨーつり

輪投げ！

釣れた！

もらって もらって！！ ビンゴゲーム！
なかなか揃わない！

１番！ ２番！ ３番！
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今年の目⽟は、何と⾔っても、竹を使った手作りの流しそうめん︕︕
竹を切って、半分に割り、節を取り除いて、サンダーで磨いて、やっと完成︕
⽂体部⻑の思いのこもった⼒作でした︕ 皆さま、お疲れ様でした。

太陽に輝くそうめんロード！

⾐川台夏祭りの地蔵盆は早朝よりみどり会の若手会員が集い、祭壇、地蔵盆提灯、⾐川円成寺からの地蔵
さん、およびこの１年に旅⽴った３人の仲間の遺影を飾りました。
早速⾃治会役員の１人がプロ並みのお経を小⼀時間もあげて下さる⼀幕もあり、16時からは⾐川円成寺
住職の読経、子供向けの小説法（思いやりの心が大切）、子供たちのお参りとすすみ、会場に戻っていた
３人の魂も充分満⾜されたことでしょう。 みどり会 ⽜尾

衣川台夏祭り (地蔵盆) みどり会主催

100歳でも元気な
⽥中セイさん︕（右）
自治会に多⼤な寄付を
して下さいました。
ありがとうございました︕

たくさんの子ども達が
お参りしてくれました

お帰りなさい

中々つかめん（麺）
って、シャレか？(^^)

せっせとそうめんを
投入する⽂体部⻑



衣川台夏祭り

開会の挨拶をする須藤自治会⻑、⼭⼝みどり会会⻑、
吉⽥子ども会会⻑（左から）

ステージを盛り上げてくれた、空き缶積み競争、ラムネ早飲み競争、子どもカラオケ、
叩いて被ってじゃんけんポン、手探りゲームの皆さん

8月18日（土）午後６時 いよいよ夜の本番始まり︕
須藤⾃治会⻑、山⼝みどり会会⻑、吉⽥子ども会会⻑の開会宣⾔・挨拶により、今年も賑やかに
夏祭りが始まりました︕ オープニングの太鼓倶楽部の子ども達による太鼓の打ち鳴らしに続き、
ステージでは空き缶積み競争やラムネ早飲み、叩いて被ってじゃんけんポンなどが次々と実施され、
子どもも大人も大はしゃぎ︕松⽥さんと須藤会⻑の⻄城秀樹オンステージのカラオケで大いに盛り
上がり、江州音頭で踊りを楽しんだ後、抽選会で⼀喜⼀憂して真夏の⼀夜が終わりました。

太鼓倶楽部によるオープニング
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⻄城秀樹を偲んで、熱唱する松⽥さん（ローラ）、
須藤自治会⻑と役員ガールズオールスターズ（YMCA）
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模擬店で奮闘する皆さん

かき氷は夜まで
頑張ってもらいました

オアシス＆防災部＆公園愛護会による “居酒屋衣川台” ほとんど酔っ払いの集団です（笑）

⽼いも若きも
踊りゃな そんそん︕

オアシス公園愛護会有志の皆さんの
江州音頭で盆踊りを楽しみました
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夜も更けてきましたが、まだまだ、盛り上がる夏祭り︕︕

たこせんに芸術的な絵を描く須藤さん

4等のお⽶が当たり⼤喜び︕

当日券はこちらです︕抽選券も忘れないでね︕

今年の1等は何と︕ 自転⾞︕︕

2等は 扇風機︕ 3等は ホットプレート︕

いよいよ最後のお楽しみ︕ ⼤抽選会の始まり始まりぃ〜

今年の夏祭りは、8月5日のビッグパワーテント設置に始まり、前々日のステージ・テント設営、
当日・翌日の後片付け、26日のビッグパワーテント解体まで、自主防災部・オアシス・公園愛護会
を始め、多くの傘下団体、電気⼯事、建築のプロの⽅々等、⼤変多くの⽅々のご協⼒のおかげで
滞りなく夏祭りを実施、終えることが出来ました。

ご協⼒頂きました皆様ありがとうございました︕︕ 自治会役員⼀同



大きな地震は必ず起こる！！ 震度５弱以上では迷わず安否報告を！！
事務局⻑ ⽥村修二

＜⼤きな地震は必ず起こります＞
⾐川台北新⼊路の直ぐ東側、湖⻄線との間に堅⽥断層があります。地質調査の結果では、1185年の文

治地震で動いた可能性が指摘されています。この地震では、琵琶湖の水が北流し湖岸が⼲上がったとか、
比叡⼭延暦寺や三井寺でも建物が転倒したことが記録に残っています。活断層は歪が限度を超えれば必
ず動きます。動けば、最大で震度７クラスの地震になると想定されています。

また、南海トラフ巨⼤地震は、この30年間で発生確率70〜80％で起こると予測されており、ほぼ確
実に起こります。この地震が起こると滋賀県では最⼤震度６強の揺れが想定されています。
⼤きな地震はいつでも起こり得ると考え、その時どうするかを心構えしておきましょう。

＜震度5弱以上では迷わず安否確認を⾏いましょう＞
6月18日の⼤阪北部地震では、⼤津市の震度は５弱と放送されました（実際は真野の震度は３だった

ようです）。訓練でほぼ完全な安否確認ができているのに、突然起こった本当の地震では、⾊々な理由
や事情があったとは⾔え、自発的に安否確認できたのは約1／3に留まりました。
震度５弱以上の地震があれば迷わず安否報告を⾏いましょう。グループリーダーが不在なら、グループ
内で誰かがグループの安否確認を⾏いましょう。安否確認シートはすべての世帯に配付しています。

＜安否報告は「共助」ための⼤事な⾏動です＞
助けを求めているお宅に助けに⾏くのは「共助」として当然ですが、安否報告も「共助」を⾏うため

の⼤事な⾏動です。どのお宅の安否報告がないかを確かめ、報告のないお宅の安否を確かめに⾏くこと
も「共助」です。要援護者や⼀人暮らし、たまたま⼀人在宅等で助けを求めることができない状況は、
地震が強いほど起こり得ることです。報告のないお宅は、救援を必要としているかも知れないと考えま
しょう。
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防災・安全パトロール

5月13日（日）あいにくの雨の中、自治会内の防災・安全パトロールが実施されました。⾃主防災部の
主導のもと、⾃主防災部および⾃治会役員、組⻑が4班に分かれ、⾃治会内を歩いて、パトロールを⾏い
ました。危険箇所がないか、消⽕器の圧⼒・腐食状況などの確認を⾏いました。

消火器は使⽤期限よりも圧⼒が正常範囲であることが重要

昨今の子供を狙った事件
が多いことから、今回は
通学路の防犯カメラも確
認しました

第１回 防災訓練

7月1日（日）自主防災部による防災訓練が実施されました。8時30分に震度5弱の地震が発生したとの
想定で、安否確認訓練の後、初期消⽕訓練(1〜10組)および救出救護訓練(11〜15組)を実施しました。
訓練直前の6月18日にも大阪府北部の大きな地震がありました。出勤時間帯ということもありましたが､
安否確認を⾏うことの難しさを思い知らされた地震でした。
まさかの時にきちんとした対応が出来るよう、これからも防災訓練には積極的に参加しましょう︕

初期消火訓練の様子（1〜10組） 救出救護訓練、三角巾による応急処置訓練の様子（11〜15組）



■ 銀フェス 〜⾼齢者の集い〜
10月21日（日） 南自治会館 参加費︔無料

主催︓衣川台自治会
協賛︓⽼人クラブみどり会・オアシス

おしゃべりが得意な⽅も そうでない⽅も
お困りごとのある⽅も ない⽅も
ご⾼齢の⽅も そのご家族の⽅も ご近所さまも
どなた様もご参加お待ちしております︕︕

13︓00〜 受付
13︓30〜 ⽯塚泰洋さん道中記 “東海道をゆく”

その他ゲーム・おしゃべり などなど
お問合せ先…自治会 ︔星川090-9046-5528

福祉委員︔藤原090-9091-6180

■仰⽊の⾥学区まちづくり講演会
9月23日（日・祝） 場所︓市⺠センター

主催︓自治連合会

■『いきいき百歳体操』
⼤津市役所⻑寿課より3回指導に来られます。
場所︓衣川台南自治会館

第1回 10月11日（⽊）13時30分〜
衣川台オアシスにて（30分）

第2回 10月21日（日）13時30分〜
『銀フェス〜⾼齢者の集い〜』にて（30分）

第3回 10月28日（日）13時30分〜
みどり会にて（30分）

人生100歳時代を元気で過ごす為に、衣川台で百歳
体操を⾏いましょう。
楽しい体操会になるご意⾒をお聞かせください。

世話人 11組︓⼭根正典

編集後記
⾐川台だより担当になって、２回目の発⾏にようやくたどり着きました。第２号は、何と⾔っても⼀大イベ
ントの夏祭りです。前回、文体部を担当した時は、ビッグパワーテントが無い時代でした。今回、準備作業
に非常に多くの方々が進んで協⼒を申し出ておられるのを拝⾒し、まだまだ、⾐川台は元気な⾃治会である
と実感できました。
次の大きな⾏事は、仰⽊の⾥学区の市⺠運動会です︕秋の⼀日、気持ちのいい汗を⼀緒に流しませんか︖
皆様の積極的な参加をお待ちしております。

12組 山根 正睦・志寿子

■カルタ倶楽部
10月28日（日） 北自治会館

主催︓サークル寺子屋
詳細は2組 須藤洋子 090-1448-1254 まで
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■秋の天神川清掃
10月20日（土）９時〜

■「廃品お助け隊」
10月21日（日）
「プロジェクトＨ」改め「廃品お助け隊︕」

搬入困難な⽅のお宅へ子供達が回収に伺い、少し
でも衣川台の皆さんのお役にたとう‼
という企画です︕

回収を希望される⽅は、
８組吉⽥︓077-535-1513 まで、遠慮無く
ご連絡ください。
よろしくお願いいたします︕

■仰⽊の⾥学区敬⽼のつどい
9月17日（月・祝） 場所︓市⺠センター

■仰⽊の⾥学区市⺠運動会
10月7日（日）（雨天8日（月・祝））

場所︓仰⽊の⾥東⼩学校
スポーツの秋、走って遊んで応援して、爽やかな秋
の⼀日を楽しみましょう

■仰⽊の⾥学区⽂化祭
場所︓市⺠センター

10月21日 ︓ステージ発表
11月3日、4日 ︓ 展示・体験
11月10日、11日︓ジュニア作品展
11月2日〜9日 ︓菊花展

■仰⽊の⾥フェスタ
10月28日（日） 場所︓御呂⼾川緑地公園

（雨天の場合、仰⽊の⾥⼩学校）

衣川台自治会ホームページ

http://www.kinugawadai.com/

■第2回 防災訓練
避難訓練・防災会訓練への参加
11月11日（日）９時〜 南公園〜仰⽊の⾥東⼩

衣川台だよりは、自治会ホームページ
にも掲載されています。
是非、のぞいてみて下さい。


