
田中セイさん 100歳！ おめでとうございます！！

昨年6月30日 11組 田中セイさんが、めでたく100歳の誕⽣日を迎えられました︕
これまで⻑年、⾐川台で過ごしてこられ、我々がお祝いをしないといけないのに、⾃治会への感謝の気
持ちとのことで寄付をして下さいました。⾃治会の皆さん共通の役に⽴てて下さいとのことで悩みまし
たが、南⾃治会館のプリンターと冷蔵庫の新調に当てさせていただきました。
ご報告が大変遅くなりましたこと、お詫び申し上げますと共に、役員一同、心からお礼申し上げます。
本当にありがとうございました。

募金のご報告

皆さまのご厚意の結果、集めさせていただきまし
た募⾦は、以下の⾦額になりました。
ご協⼒いただき、ありがとうございました。

緑の⽻根募⾦ ︓38,780円（10／9振込）
⾚い⽻根募⾦ ︓51,578円（10／23振込）
歳末たすけあい︓59,825円（12／19振込）
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銀フェスでのひとこま

夏祭りの地蔵盆で

大津市消防功労者表彰 受賞

1月6日（日）大津市消防出初式式典において、
⾐川台から2名の方が表彰されました。

・学区⾃主防災活動に尽⼒
3組︓飯田 雅史 さん

・地域⾃主防災活動に尽⼒
5組︓中村 十規人 さん



1月13日（日）仰⽊の⾥⼩学校にて仰⽊の⾥学区「新春親⼦⾛ろう会」･「卓球大会」が開催されました。
「親子走ろう会」は町内を循環するコースで、一般男子は2周の3 km、一般⼥子・⼩学⽣やファミリーは
1周1.5 kmで実施されました。卓球大会は、7組の北村弘一さん、11組の藤原美代さんが参加されました。

最後はみんなで記念撮影
須藤さん、三村さん、鍋島さんファミリー
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鍋島ファミリー 大活躍 ！

ファミリーの部 1位 鍋島将之さん、優人さん親子
小学生女子の部 1位 鍋島美里さん

年末一斉清掃

12月9日（日）多くの⾃治会員の皆さんとみどり会、
⼦ども会、オアシス、公園愛護会、⾃主防災部、育⾃
サークル たまて箱、謡曲同好会（松韻会）、サークル
寺⼦屋、ストレッチサークルの皆さんのご協⼒のもと、
年末一⻫清掃を⾏いました。
南⾃治会館、北⾃治会館、北進⼊路、南進⼊路、鞍掛
神社〜北公園前、⻄羅古墳周辺、南部道路、通学路に
分かれて、落ち葉やゴミ、側溝の⼟砂などを中心に清掃
を⾏いました。スッキリきれいになって、気持ち良く
新年を迎えることができました。180名もの多くの皆様
にご協⼒いただきました。ご苦労様でした。

子ども会のみんな集合

通学路は特にきれいにしないとね！

古墳の周りで話が弾みます！

たまて箱 役目を終える

たまて箱スタッフ 藤原 美代

平成15年から続いてきました育⾃サークルた
まて箱ですが、今年度をもちまして終了するこ
とになりました。多くの方に支えていただき、
お陰さまで15年間続けることができました。

たまて箱は当初、仰⽊の⾥市⺠センターにて
開催されていましたが、11組の山根節子さんの
働きかけで、平成15年より南⾃治会館にて⾏わ
れるようになりました。それから15年、これま
でに100組を超える親子が参加してくれました。

私は、たまて箱に参加したことで、共に子育
てをする仲間に出会うことができました。また
スタッフとして携わってきたことで多くの仲間
に出会い、その仲間がこの⾐川台に、この地域
にいてくれることが、なにより私の財産になり
ました。たまて箱を卒業したあとも、子ども会
や⾃治会活動に参加し、楽しく過ごせるのもた
まて箱での出会いのお陰だと思っています。

しかしながら、ここ数年⾐川台の参加者が激
減し、また来年度から仰⽊の⾥東幼稚園が3年
保育となることもあり、今年度で終了すること
にしました。⻑い間たまて箱を支えてくださっ
た皆さま、大変お世話になりました。心から感
謝申し上げます。ありがとうござました。



この一年間、⾃治会⻑を務めさせていただいた、2組の須藤です。
地域の皆さんに恩返しを、との思いで引き受けた⾃治会⻑職ですが、果たして
この一年で、皆さんにどれだけお返しすることが出来たでしょうか。

私としては、役員の皆さんをはじめ、防災部や各傘下団体の皆さん、その他沢山
の方達に支えられ、やっと何とかここまで来れたという感じで、恩を返すどころか
ご迷惑ばかり掛けてしまったように思います。それでも、多くの人と出会い、関わって、
顔を覚えていただいて、私にとってこの一年は、掛け替えのない大切な財産となりました。
⾃治会⻑としてあまり大したことは出来ませんでしたが、一年間本当にありがとうございました。

右も左も分からないまま就任
致しました総務部⻑職でしたが、
役員の皆さま･傘下団体の皆さま
に支えられ無事終えることができ
ました。ありがとうございました。
今回役員を引き受けて気づいた
ことは、今まで役員をされた沢山
の方々のお陰で今の⾐川台が有る
と言うことです。本当に感謝の気持ちで一杯です。

そして、⾃治会は社会情勢に影響を受けていると
言うことです。少子高齢化や働き方改革･個人情報
保護の問題など、刻々と変わる日本社会にリンク
した⾃治会活動でなければならないと言うことです。

任期は終了しましても⾐川台を愛する心は尽き
ません。成⻑し続ける⾐川台を⾒守り応援したい
と思います。

⾐川台⾃治会会員ならびに
⾃治会傘下団体会員の皆様、
この1年間、⽂化体育事業を
通じ多大なご支援、ご鞭撻を
賜り、1年の任期を終える事が
できました事、厚く御礼申し
上げます。

高齢化が進む環境の中とはいえ、
パワフルな⾃治会でもあり、今後、
益々の進展に期待を寄せ、平成年号の締め括りと
併せて、歴史のバトンを次期役員の方々へ繋げ
させていただき、ご挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました︕︕

⾃治会⻑︓須藤 靖（2組）

衣川台だより（３） ３月15日号

自治会役員を終えて

総務部⻑︓星川 弘美（9組） 環境保全部⻑︓⽯塚 泰洋（13組）

⽂化体育部⻑︓奥村 浩之（7組） 会計︓⼩島 礼⼦（4A組）

１年間ありがとうございました！

昨年の春、北⾃治会館へ⾏く
道筋を時々間違えましたが、
環境保全の⽴場上、団地内を
よく歩いたことにより、今は
迷わずにたどり着くように
なりました。

一年間、皆様のご支援と
ご協⼒をいただきながら、何とか
無事任期を終えることができました。
十分なことができたか、はなはだ疑問ですが、
ここに厚くお礼申しあげます。

新年度の役員の皆様、お世話になりますが
一年間よろしくお願いします。

30年度の⾃治会の組⻑の
順番ですがどうですか、との
お話がありました。

仕事をしており、どんな
お手伝いが出来るかと思い
ましたが、仕事の合間になら
銀⾏に⾏けると思い、会計を
担当させて頂きました。

他の役員さんにはご迷惑をかけたと
思いますが（留守がちの為、何回も家に来て
頂いてもらって）皆さんの手助けを受けながら
一年間過ごせました。
ありがとうございました。

また、⾃治会の役員をさせてもらった事で、
⾊々な若い方々と関わりを持てて元気を頂いた
と思います。あとは無事に次の方に引き継ぎが
出来ればと思っています。
楽しい１年間でした。ありがとうございました。



編集後記
とうとう今年度最後の発⾏となりました。写真が好きで、パソコンには⾃信があったので、⾐川台だより

の担当を引き受けました。アナログの時代はフィルム代、現像代、プリント代が掛かるので、春祭りや運動
会でも36枚撮りのフィルムを５本、約200枚の撮影で、一枚一枚構図を考えてシャッターを切っていました。
デジタルの時代になってお⾦のことは気にしなくて良くなり、とにかく満遍なく写るように、カシャカシャと
撮ってしまいます。春祭りで300枚、夏祭りで500枚、運動会では何と700枚の写真︕これぞデジタルの功罪
です。撮ったのはいいが、いざ原稿を作る段になって写真選びがとにかく大変でした。そのせいで、第3号は
大幅に発⾏が遅れてしまいました。写真もデジタルになって下手くそになったような気がします。

⾐川台に越してきて32年。久し振りに⾃治会役員をやらせていただき、32年も住んでいるのに、全く知ら
なかった人達との新たな繋がりが出来、大変だけれど大切なネットワークではないかと改めて認識しました｡
32年の⽉日の流れは世の中の状況、⾐川台の状況を著しく変化させ、様々な問題があることも判りました。
１年交替の役員では中々解決できない、難しい問題が沢山あります。役員が終わったら我関せずではなく、
住みやすい⾐川台を引き継いでいけたらと思います。

１年間、⾐川台だよりを読んで下さった皆さま、情報を提供して下さった皆さま、
本当にありがとうございました。 12組 山根 正睦・志寿子
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■衣川天満宮 春祭り
4月13日（土） 宵宮

14日（日） 例大祭

衣川台自治会ホームページ

http://www.kinugawadai.com/

■衣川台⾃治会・⾃主防災部 総会
3月17日（日）13:00〜︓南⾃治会館

３月18日
⾃治会･防災部 総会

３月18日
⾃治会･防災部 総会

５月13日
防災･安全パトロール

５月13日
防災･安全パトロール

５月９日
堅田駅⻄⼝土地区画

整理事業 開通式

５月９日
堅田駅⻄⼝土地区画

整理事業 開通式
５月20日

学区ソフトボール大会
５月20日

学区ソフトボール大会

9月17日
学区敬⽼のつどい

9月17日
学区敬⽼のつどい

10月８日
学区市⺠運動会

10月８日
学区市⺠運動会

10月21日〜11月11日
学区⽂化祭

10月21日〜11月11日
学区⽂化祭

10月21日
銀フェス

〜⾼齢者の集い〜

10月21日
銀フェス

〜⾼齢者の集い〜

11月11日
第2回 防災訓練＆
学区総合防災訓練

11月11日
第2回 防災訓練＆
学区総合防災訓練

10月20日
秋の天神川清掃作業

10月20日
秋の天神川清掃作業

１月13日
学区⾛ろう会･卓球大会

１月13日
学区⾛ろう会･卓球大会

12月９日
年末⼀⻫清掃

12月９日
年末⼀⻫清掃

10月28日
仰⽊の⾥フェスタ

10月28日
仰⽊の⾥フェスタ

４月14、15日
衣川天満宮春祭り
４月14、15日

衣川天満宮春祭り
６月17日

学区バレーボール大会
６月17日

学区バレーボール大会

７月15日
びわ湖市⺠清掃

７月15日
びわ湖市⺠清掃

９月９日
学区軽ｽﾎﾟｰﾂ大会

９月９日
学区軽ｽﾎﾟｰﾂ大会

７月１日
第1回 防災訓練

７月１日
第1回 防災訓練

６月23日
春の天神川清掃作業

６月23日
春の天神川清掃作業

８月18日
衣川台夏祭り

８月18日
衣川台夏祭り

７月８日
第1回 未来を語る会

７月８日
第1回 未来を語る会

11月18日
第2回 未来を語る会

11月18日
第2回 未来を語る会

６月18日
大阪府北部地震発⽣
災害対策本部⽴上げ

６月18日
大阪府北部地震発⽣
災害対策本部⽴上げ

７月22日
12組 ゴミ箱増設

７月22日
12組 ゴミ箱増設

地震
発生!!

衣川台のHPアドレスに関するお知らせ
お気に⼊りの登録アドレスが以前の
http://www.geocities.jp/kinugawadai/ 
だった場合、HP委託業者が変わるため、４⽉以降アクセス出来なく
なります。右記のアドレスに変更して頂きますようお願いします。


