三役紹介

投稿の募集

会長：辻森雅俊（18 棟 204 号室）

自治会では、居住者の皆さまからの投
稿を募集します。
写真、絵、川柳、俳句、記事などを
下記に提出ください。
お子様の絵でも結構です。
広報委員が選別し、次回以降の
「自治会どす」に掲載していきます。
投稿先：下記メールアドレス
dai2jyutakujiti@gmail.com

1954 年 京都・出町柳生れ
趣味：音楽が好きで、ここ数年は
J・S・バッハが毎日私を支えて
くれています。当団地 30 年在住

副会長Ａ：森田征也（21 棟 203 号室）
1944 年

京都府南丹市生まれ

副会長Ｂ：高島正之（4 棟 402 号室）
1947 年 京都市太秦生まれ
団塊一期生、電気製品ことごとく
故障中。レコード、ＣＤの再生
できない状況。当団地 40 年在住

移動式拠点回収（資源物回収）
通常のごみ回収では出せない資源物は
京都市により、定期的に拠点で回収され

会計：木村秀幸[ｷﾑﾗ･ｼｭｳｺｳ](9 棟 202 号室)
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おかいもの便の状況

時代祭への参加

9 月 26 日から利用を開始。
各商品の量は少ないですが、品揃えは豊富です。
当団地が最初の販売場所になるので、品切れも
ありません。
無い商品は、次回販売で追加のリクエストも
可能です。
過去 6 回の平均で利用者：17 人
利用金額：1,050 円／人でした。
下記写真は販売車で取り扱っている商品です。

お伝えください。

ています。

1952 年 大阪市生まれ。
当団地 40 年在住。入居当時 30 歳だっ
た私も今や高齢者です。
日日是好日(この今日を生きることはすば
らしいことだ)を心に刻んでいます。

野菜類

年内の回収は終了しましたが、来年 2 月
にも実施されます。
境谷公園：2 月 13 日（月）
西境谷北公園：2 月 13 日（月）

調味料類

西境谷南公園：2 月 16 日（木）

ブロック長紹介

西境谷西北公園：2 月 16 日（木）
いずれも 14:00〜15:00

Ａブロック長：田部実（6 棟 202 号室）
1952 年 長崎市生まれ
趣味：読書で時代物、推理小説を
中心に年 50 冊読みます。
当団地 28 年在住

冷蔵庫：冷蔵が必要な乳製品、
肉類等を収納。

雑紙、新聞、段ボール、紙パック、水銀

B ブロック長：後藤博子（8 棟 301 号室）

秋晴れのもと、多くの観衆に見守られ、
行列は進みました。当団地から 9 棟班長
の木村さんが参加。
「編笠をかぶり着慣れない裃を着て、少
し緊張し疲れたけれど、思い出に残るす
ばらしい 1 日になった」とのことです。

敬老の日の記念品贈呈

総菜類、パン、菓子類。

池、ボタン電池、充電式電池、古着類、

1945 年 長崎市生まれ
趣味：手仕事（料理、縫い物）
当団地 25 年在住

刃物類、蛍光灯、リユース瓶、陶磁器、
インクカートリッジ、使い捨てライタ
ー、使用済みてんぷら油、剪定枝など

C ブロック長：松井永子（14 棟 504 号室）
1971 年 京都府宇治市生まれ
今一番の幸せ→寝ること
当団地 19 年在住

1965 年 京都市生まれ
趣味：ゴルフの練習
当団地 28 年在住、洛西暦 45 年

10 月 22 日、時代祭が 3 年ぶりに開催
されました。市民が行列に参加する祭り
で、西京区は室町時代担当です。今年は
大枝学区が将軍などの主な役どころを務
め、境谷は行列最後尾のお供役を担当。

回収品：
体温計、小型家電、記憶媒体類、乾電

D ブロック長：平田欣也（25 棟 502 号室）

発行日：2022 年 11 月 13 日
「自治会どす」第 3 号
発行：境谷西第二住宅自治会
発行責任者：辻森雅俊

運用を継続する為にも、皆様の積極的なご利用を
お願いします。
毎週月曜日の 10 時 35 分から 20 分間
集会所前で開催されます。

編集後記
全国旅行支援が始まっています。
コロナ禍で 2 年間旅行を控えていて、
どこか旅行に行きたい思いは消えませんが
感染状況を見ると、まだ勇気が出ません。
早く安心して旅行に行ける状況になって欲
しいと思っています。
広報担当：山内
お伝えください。
４／４

回
覧
１／４

社会福祉協議会から希望者の募集が行
われ、当団地から 118 世帯の申し込
みがありました。申し込み条件は、概
ね 70 才以上の方、お一人くらしで
65 才以上の方。
記念品は小倉山荘の
あられでした。
来年もお楽しみに。

ふとん丸洗い乾燥サービス

赤い羽根の募金

昨年と同様、社会福祉協議会から、ふ
とん丸洗い乾燥サービス申し込みの提
案がありました。
対象は寝たきりの方、70 才以上の方、
ひとり暮らしの 65 才以上の方です。
既に締め切られ
サービスは実施済みです。

今年も京都府共同募金会から
の要請で赤い羽根の募金を行
いました。
今回は、希望者には赤い羽根が
配布されます。募金は社会福祉協議会を通じ
て共同募金会へ納められます。
昨年度は 3 億円近くの募金が集まり、「誰一
人取り残さない」持続可能な社会作りの実現
に利用されました。

京都府警察本部特殊詐欺対策室からのお知らせ
１．サギ電話が多発しています！！
・医師や親族（息子）を名乗る
・百貨店の店員を名乗る
・役所や金融機関を名乗る
上記のような電話は、一度切って、あなたが知っている電話番号や、
公表されている電話番号にかけ直してください。
百貨店や役所・金融機関・警察が暗証番号を聞くことはありません。

秋季学区内一斉清掃
秋季の学区内一斉清掃を実施します。
12 月 11 日（日）午前 9 時〜11 時
対象個所は、各町内に接する歩道及び
道路の側溝です。
雨天中止の場合は 12 月 18 日（日）に
順延します。
ご協力をお願いします。
詳細は追って階段掲示と回覧で
乳がん検診のお知らせ
お知らせします。

防災訓練
■10 月 30 日（日）に西京区の
防災訓練が洛西中学校で実施さ
れ、当自治会から 2 名の班長が参加しまし
た。震度 6 強の直下型地震が発生したと想
定し「避難所開設」「運営訓練」「車中泊訓
練」が実施されました。

暗証番号を聞いてくる電話があればすぐに１１０番を
２．自宅の固定電話の対策
★電話の相手に対し「会話を録音する」と警告を流す防犯機能付き電話を使用する。
★常時、留守番電話機能を活用してメッセージを聞いてからかけ直す。
３．最近の詐欺の例
★病院の医師や職員を名乗り「息子さんが喉の病気で、病院に来ている。」と息子を名乗り

「喉が痛くて声が出ない。財布をなくした。現金がいる。
」などと電話をかけて
現金をだまし取る詐欺。

参加者からは、体育館での避難生活の場合、

40 才以上の女性を対象に検診が受けられます。

真夏の暑さや冬季の寒さなどを不安視する意

洛西地区の実施時期は 11 月〜12 月です。

★百貨店の職員を名乗り「あなたのカードが使われた。全国銀行協会に電話して手続き

見も聞かれました。

本来 9,000 円を 1,300 円で（1 回/2 年）

をしてください。」などと電話をかけて、暗証番号を聞き出し、キャッシュカードを

受診できます。

だまし取る詐欺。

申込書等の詳細は下記 QR コードから

■11 月 20 日（日）には境谷学区の防災訓練

京都市のサイトを参照

が予定されています。当団地自主防災会から

★役所や金融機関の職員を名乗り「還付金がある。ATM に行ってほしい。」などと電話
をかけて、ATM まで誘導し、指示した口座にお金を振り込ませだまし取る詐欺。

3 名が参加する予定です。

団地ホームページの利用

■来年 1 月 29 日（日）10 時〜11 時 30 分
当団地内防災訓練が実施されます。
大規模地震発生時の安否確認とトイレ使用

ウォーキング会

に関する試験的確認訓練が行われます。

境谷学区体振からのお知らせ
ニュータウン近隣地区をコースとする
ウォーキング会が開催されます。
日時：12 月 4 日朝 8:50（小雨決行）
集合場所：境谷小学校体育館前
希望者は各棟班長へ（11 月 26 日迄）
家族連れでの参加大歓迎です。

コロナ対応で、規模を縮小するため、ブロッ
ク毎に特定の１階段だけで実施されます。
当日は、対象階段の 10 軒の安否確認と
対象各戸で、トイレ室の損傷確認と、損傷判
明時の注意を実施していただきます。
対象外階段の居住者は特に行動は不要です。
２／４

当団地のホームページは、理事会だけでなく自治会関連の報告書や回覧、掲示物も
掲載されています。回覧を廻してしまったけど、もう一度見たい場合など、トップページか
ら閲覧することができます。（有効期間が過ぎると削除されます）
ホームページは“境谷西第２住宅“で検索するとヒットします。
スマホの場合は右の QR コードから閲覧ください。
報告書などはパスワードを要求される場合があります。
パスワードは 610-1146 です。
ブログも日々更新しています。「ブログ」ボタンを選択し、閲覧可能です。
ブログ例：「みどりの会の芋ほり」「住環境を考える会、始動」
「ある日のホームページ委員会」「『おかいもの便』始動」など
３／４

