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「自治会どす！」第27-1号
発行:境谷西第二住宅自治会
責任者:会長　片山　晃

--　今年の主な予定　--

6月14日 ソフトボール大会

6月28日 グラウンドゴルフ大会

7月6･7日 七夕祭り

7月25日 ボウリング大会(団地内)

8月9日 ボウリング大会(自治連合)

8月22日 夏祭り

9月 敬老の集い

10月12日 区民運動会

11月1日 西京区防災訓練

12月 学区―斉清掃

1月 新年住民交歓会

｢夏祭り｣のボランティアを募集します！！

例年盛り上がりをみせている夏祭りですが、

自洽会･理事会･各サークル･ボランティア･

居住者の方々に参加を呼び掛けております。

1時間だけなら‥という方､屋台で出される

野菜カット､ジュース販売など､短時間だけ

でも気軽に参加をお願いしております。

また､新しい企画やご意見、ご要望などを 

各棟班長までお申し出でください。

楽しい夏祭りに出来るよう実行委員会に

ご協力お願い致します。

「京都市地域コミュニティ活性化に向けた地域活動支援制度」の活用について」

　自治会は活動の一環として、自治会員新規加入者増加を目指し、「京都市地域

　コミュニティ活性化に向けた地域活動支援制度の助成金」を活用しています。

夏祭り実行委員会を 
関催します！ ６月２０日（土） 

P.M.７：００～ 

新役員での自治会がスタートしました。 
管理組合と協力し､安心､安全、快適な
住環境を生み出していければ幸いです。 
 

～各ブロックの役割～ 

Aﾌﾞﾛｯｸ:(1棟～6棟) 

防災･防犯への取り組み 

★ 子供見守り隊への協力、京都市の

講演会の実施など 

 Ｂﾌﾞﾛｯｸ:(7棟～11棟) 

高齢者対策 

★ 毎月第２土曜日実施中の｢茶話

会｣を活用し高齢者対策を考えま

す。 

  Ｃﾌﾞﾛｯｸ:(12棟～19棟) 

自治会加入促進 

★ 未加入者へのアプローチ､自治会へ

の理解を深めー人でも多くの方の参

加を目指します。 

Ｄﾌﾞﾛｯｸ:(20棟～26棟) 

広報活動 

★ 今､自治会では何をしているの？を

住民の方へお知らせします。 





当日券 開始時間 終了時間

行灯つくり 無料 １０時 １２時３０分

囲碁・将棋教室 無料 １０時 １２時

石ころアート 無料 １１時 １５時

パーフェクトピッチング １００円 １１時 １４時

子ども縁日(３回） ２００円 １１時 １４時

輪投げ １００円 １１時 １４時

ビンゴゲーム １００円 １５時/１６時 １６時/１７時

こども幻燈　お話し（じごくのそうべい） 無料 １９時 １９時３０分

かき氷 １００円 １１時 ２０時

ワッフル １００円 １１時 ２０時

一銭洋食 ２００円 １１時 ２０時

焼きそば ２００円 １１時 ２０時

フランクフルト １００円 １１時 ２０時

焼き鳥 ２００円 １６時 ２０時

本日の一品（数量限定） ２００円～ １６時 ２０時

お茶・ジュース １００円 １１時 ２０時

日本酒 ２００円 １１時 ２０時

缶ビール（第３のビール） １００円 １１時 ２０時

生ビール ３００円 １６時 ２０時

※１ 当日券は景品、材料および時間の関係で数量限定販売となります。

※２ 前売券、当日券のご使用はお早めにお願いします。

万一、売切れの場合は代替品と引き替えるか返金させていただきます（無料配布のビンゴカード除く）

※３ 屋台コーナーの品物のお持ち帰りは食品衛生上、ご遠慮ください。

「京都市地域コミュニティ活性化に向けた地域活動支援制度」の活用について」

　自治会は活動の一環として、自治会員新規加入者増加を目指し、「京都市地域コミュ

　ニティ活性化に向けた地域活動支援制度の助成金」を活用しています。
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夏 祭 り ８月２２日（土） 
10:00～20:00 
集会所前 

発行日：平成２７年８月２日 
第２７－３号（夏祭り） 
発行：境谷西第二住宅自治会 
責任者：会長 片山 晃 

自治会加入受付中！ 夏祭り当日も専用コーナーを開設します。未加入の方はこの機会にぜひご加入ください。 

皆様からたくさんの寄付をいただきました。ありがとうございました。 

幻燈 

 
 

場所：公園内 
 



発行日:平成27年9月16日
「自治会どす！」第27-4号
発行:境谷西第二住宅自治会
責任者:会長　片山　晃

ボウリング大会（７月２５日開催） 境谷学区ボウリング大会
（８月９日開催）

一般の部３１名、小学生の部１４名が参加。 大会当日は男子１１名、女子４名が出場し男子

一般の部はグロス、スコアともに女性が１位。 は上位１位から３位まで独占！女子も１位２位

小さな子供はパワー不足で得点が上がりま を獲得！更にハイゲーム賞も上位独占する華

せんでしたが、ゲームを楽しみました。 々しい成績を残されました。上位選手は来年

来年は皆さんもぜひ参加ください！ １月に開催される西京区大会に出場予定でさ

らなる期待が出来そうです。

少年補導サマーキャンプ（７月２７，２８日開催）
西京少年補導委員会境谷支部の１泊２日”体験学習キャンプ”が

『あうる京北』で実施され、第二住宅からは小学３年から６年の

男女13名が参加しました。例年のプールではなく、今回は川遊び

やオリエンテーリングがメインです。夜には花火も。川遊びやバ

ーベキューの夕食には、境谷小学校の先生方も参加してくださり、

楽しい時間を過ごしました。

夏祭り（８月２２日開催）
多くの方の参加をいただき、皆様と共に、楽しい１日を過ごすことができました。御協力ください

ました皆様、ありがとうございました！

収入 売上金 円
住民寄付金 円
外部寄付金 円
合  計 円

支出 円
自治会負担 円
※寄付金は有効に使用させていただきました。ありがとうございました。

国勢調査
平成27年度の国勢調査が10月1日を調査期日として行われ、9月10日以降に各棟の班長が

訪問しますので住民の皆様のご協力をお願いします。

又、今年からインターネット回答が可能になりますのでご利用ください。

######

######

77,500  

10,000  

######

######

境谷学区体育大会が１０月１１日（日）に開催されます！！！ 



発行日:平成27年10月31日
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責任者:会長　片山　晃

敬老の集い（９月２６日開催）

平成２７年９月２６日（土）集会所にて、２３名のご参加

を得て、交流をしていただきました。会食の後は、１８棟

の松原さんが長年にわたり採集されてきた「蝶」について

のお話をされました。たくさんの標本や採集道具なども見

せもらい、遠く台湾での採集体験や蝶の生態など興味深い

内容でした。終始和やかに懇談の時間を過ごしていただく

こができたと思います。

集いに参加されなかった４８名の方にはお祝いの品をお贈

りさせていただきました。

これからもお元気でご長寿をお祈りしております。

境谷区民体育大会（１０月１１日開催）

平成２７年１０月１１日（日）境谷小学校グランドにて、区民体育大会が開催されました。

第二住宅は A・B ２チームが全種目にフルエントリーして、１１０名の方が選手として出場

大活躍いたしました。

選手以外にもテントや座席の設営撤収や運搬に約２０名の方に手伝っていただきました。

応援の方も含めご参集いただいた方皆さまに、御礼申し上げます。

「京都市地域コミュニティ活性化に向けた地域活動支援制度」の活用について」

　自治会は活動の一環として、自治会員新規加入者増加を目指し、「京都市地域コミュ

　ニティ活性化に向けた地域活動支援制度の助成金」を活用しています。

 国勢調査は10月24日に最終の調査書類を提出して今年の調査は無事終了しました。 

防災訓練の実施 
境谷西第2住宅自主防災会主催による防災訓練が９月 

２７日に実施されました。当日は274名の方の参加を 

得て、「マンションの災害対策」の講話や消火器を使 



発行日:平成27年11月29日

「自治会どす！」第27-6号

発行:境谷西第二住宅自治会

責任者:会長　片山　晃

西京区総合防災訓練に参加して　（11月1日　9:00　～　12:00）

境谷小学校近辺にて西京区防災会議の主催により、住民と警察、

消防署、消防団、区役所及び自衛隊等の防災関係機関が一体と

なって訓練を実施することにより災害対応能力の向上と連携の

強化、防災意識の高揚を図る目的でした。

  当日の参加者は約600名近い人数となり、当団地からは10名が

参加、第１住宅では黄色いハンカチ大作戦と呼ばれている安否

確認の訓練をしました。この訓練で興味深かったことは大声よ

りも鍋を叩く方がかなり遠くまで音が届くことでした。

又、ヘリコプターや、はしご車を利用しての救助訓練は災害時

に大きな役割を果たすことを実感しました。一方、災害時の指

揮系統の統一が大変難しい事が理解できました。

秋のレクリエーション（11月8日　10:00　～　16:30 )

 今年のレクリエーションはアトリエ桃にお願いして

 陶芸教室を開催。製作する作品別にコースを3つに

 分けて、午前中はビアマグ、午後は絵皿と豆皿に挑

 戦していただきました。

 当日は終日雨となりましたが大人36名、子供27名

 合計63名の方の参加を頂き陶芸を通じておしゃべり

 や製作にと楽しい時間を過ごして頂けたと思います。

 なを、作品は12月中旬に焼き上がって来る予定です。

１２月　自治会関係　行事予定

＊ ウオーキング会 （主催　境谷体育振興会）

開催日時　　１２月　６日（日）9：00　～

場　　所　　集合　境谷小学校グラウンド　 コース　　洛西ニュータウン近隣地域

＊ クリーンキャンペーン　学区内一斉清掃 （主催　境谷学区自治連合会）

日　　時　　１２月１３日（日）9：00～11：00

　みんなの街をみんなの手で美しくしましょう 　住民の皆様のご協力をお願いします

＊ 子どもオセロ大会　（主催　第二住宅自治会）

開催日時　　１２月２０日（日）１０：００　～

場　　所　　集会所　洋室

参加資格　　小学生以下

申込締切　　１２月１０日（木）

「京都市地域コミュニティ活性化に向けた地域活動支援制度」の活用について」

　自治会は活動の一環として、自治会員新規加入者増加を目指し、「京都市地域コミュ

　ニティ活性化に向けた地域活動支援制度の助成金」を活用しています。



発行日:平成27年12月28日

「自治会どす！」第27-7号

発行:境谷西第二住宅自治会

責任者:会長　片山　晃

12月ウォーキング大会　 12月６日(日）09:00 ～ 11:30 

境谷体育振興会の主催でウォーキング会が開催され、

当団地からは24名、全員で100名程度の参加となり

ました。コースは大原野神社を往復しましたが往路

高速道路の裏側から正法寺に入り大原野神社で休憩

を取りました。途中、高速道路沿いに勾配のきつい

坂道があり良い汗をかきました。境谷小学校に到着

後暖かい豚汁をいただき無事終了しました。

境谷クリーンキャンペーン  12月13日(日) 9:00 ～ 10:00

「自分たちの街は自分たちで美しく！」を合言葉に

自治連合会主導の学区内公道の一斉清掃が実施され

ました。当日は洛西中学校のソフトテニス部の部員

が先生と共に手伝ってくれました。約１時間で溜ま

っていた落葉も掃き寄せられきれいになりました。

住民のみなさまご協力有難うございました。

子どもオセロ大会は、高学年、低学年、未就学児童

3部に分かれ、22名の参加者によって頂点を競い合

いました。

●低学年の部 ●未就学児童の部

優勝 永田かえで 優勝 松田眞生 優勝 船越結莉乃

二位 重村幸穂 二位 村山直輝 二位 大下柚未

三位 大島紗希 三位 細見葉月 三位 上田凛音

「京都市地域コミュニティ活性化に向けた地域活動支援制度」の活用について」

　自治会は活動の一環として、自治会員新規加入者増加を目指し、「京都市地域

　コミュニティ活性化に向けた地域活動支援制度の助成金」を活用しています。

子どもオセロ大会　12月20日（日） 10:00 ～ 12:00

入賞者は次の通りでした　(敬称略)

●高学年の部



責任者:会長　片山　晃

　　　　

発行日:平成28年2月25日

「自治会どす！」第27-8号

発行:境谷西第二住宅自治会

団地に住んでおられる高齢者の皆様 

困ったときの連絡先を纏めています。 

見やすいところに貼ってください。 

西京区役所 洛西支所 

６１０－１１９８ 西京区大原野東境谷町2丁目１－２ （洛西総合庁舎内） 

地域力推進室 ３３２－９３１８ 

福祉介護課 （介護保険担当） ３３２－９２７４ 

支援保護課 （高齢福祉担当） ３３２－９２７５ 

保険年金課             ３３２－９２９７ 

平成27年版 

 

地域包括支援センターを利用しましょう！ 

高齢の皆さんを、介護、福祉、健康、医療など様々な面から総合 

的に支えます。介護に関するご相談、悩み、困り事以外にも、福祉 

高齢サポート（地域包括支援センター） 

境谷地域包括支援センター  
（洛西シミズ病院の向かい側です） 

西京区大枝沓掛町１３－２２２  

電話番号：３３１－８７８１ 

担当地域：境谷学区・竹の里学区・大原野地域 

 

●団地周辺での落とし物は洛西交番に：３３２－００５５ 

●水漏れ：JS営業時間外：０６－６９６３－０８３４ 

                     管理事務所 ：３３２－４８４３ 

●ガス漏れ：０１２０ｰ８ｰ１９４２４ （２４時間対応） 

●電気のことは関西電力：０８００－７７７－８０３１ 

● 火事･救急車 １１９番   警察 １１０番 



 自治会は活動の一環として、自治会員新規加入者増加を目指し、「京都市地域コミュ 

 ニティ活性化に向けた地域活動支援制度の助成金」を活用しています。 

 境谷学区民生委員・児童委員、主任児童委員、老人福祉委員の連絡先  

                                       （敬称略） 

 民生委員・児童委員 

 竹原 千恵子 担当地域 西第2住宅 22-26棟 電話番号３３１－２９９５          
                                                                                           FAX  331-2995 

 南村 みどり  担当地域 西第2住宅 1-21棟  電話番号３３１－８４３４  
                                                                                          FAX  331-8434 

 主任児童委員 

 中内 妙子   担当地域 境谷学区全域      電話番号 ３３２－５４２７   
                                                                                          FAX  332-5427 

 老人福祉員 

 山本 律子   担当地域 境谷東団地     電話番号 ３３１－６３３４   
                                                                                        FAX  331-6334 

 田畑 由美子  担当地域 西第2住宅               電話番号 ３３１－７１５０   

特殊サギ被害を根絶しよう・・・振り込め詐欺   府警察本部H.Pより抜粋 

 
 

 

● 午前中のお金の用立て電話は即警戒！ 

● 心当たりのない会社からの電話や 

  パンフレットが来たら即通報！ 

● ゆうパックやレターパック、宅配便 

  での送金依頼は即110番！ 

次のような電話がかかってきたら、まず家族や警察に相談しましょう 

「京都市地域コミュニティ活性化に向けた地域活動支援制度」の活用について」 

救急医療キット 「安心カード」をご存じですか？ 

西京区では高齢の方を対象にして緊急医療 

キットの設置をお奨めしています。 

ご希望の方はお近くの民生委員の方にご相談 

してください。かかり付けの病院、服用している 

薬などを記入した安心カード冷蔵庫に入れる 

容器と安心カードをキットにしています。 



師鴫け
－

鵬

境 谷 学 区 バ ド ミ ン ト ン 大 会Z 月ZO 日( 日)

境谷体育振興会のバドミントン大会が，境谷小学校体

育館開催されまし た。外ぱ雪が舞う冷え込みの厳しい

お天気でしたが，各町内から３０名　内第二佳宅から

ぱ１０名が参加。老若男女がＡ,8,C,Ｑ三クラスに分か

れてダフIL ス戦を行いました。会場は熱気に満たされ

楽しい一時が流れました。

発行日:平成28 年3月27 日

「自洽会どす！」第27-9 号

発行:境谷西第二住宅自治会

責任者:会長 片山 晃

社 会 福 祉 協 議 会 賛 助 会 員 応 募 のお 礼

1月からZ月にかけて:お願いしました、杜会福祉協議会

賛助会員の募集につき寺してぱ、みなさ孝のご協力に

ぷり賛助会員161 名180 口会費90,000 円を集めること

ができました。　 御礼かたがたご報告申し上げます。

有難うございました。

自治会会則の改正につい･こ

ｉ

ｌ

こｙ

令貝lj 又　 書

境 洽 函 斟 旅 烏俳 絵4 ．

j≧:　夕 ∠ﾌ,ク £ﾌＣ）　 円 士包

ｈ
ク
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上記のとおり社会福祉法人京都市Xi双区杜会福祉協議会
平成２７乍度妥助会費を砿かに領収しました。

y示kエ9年３月yＪ日

境谷学区社会福祉協議会

辰ｋ 払 田 陽 矢ぎ=こ……,
ﾂﾞ

半 ゲ

昨年度から引き継いだ自治会会則Ｑ改正について1渉、Z 月の班長会で出席者Z4 名全

員の賛成で可決成立いたしました。 新しい「自治会会則」あぷび同時に制定した

「自治会会則運営規則」は現在編纂中Ｑ第34 回総会報告書に記載して:4月中に全戸

にお配りするとともに、5 月15 日開催予定Ｑ総会で説明させていただき昏嫁。

次年度自治会の三役、７ロック長が次の通&l決定しました
会　長 ￥■棟503 号　前場雅子　　　Ａ７ロック長
副会長　9 棟401 号　小泉裕司　　　 Ｂ７ロッ々長
副会長　13 棟ZOZ 号　徳久 潔　　　　Ｃ７口・ｙ々長
会　計　Z4 棟401 号　今井正哉　　　Ｄ７ロック長

(敬称略)
Z棟404 号

Ｈ棟506号
IZ棟50Z 号
ZI棟401 号

駒田高行
青木信一
飛潭珠規
阿部裕子

最後の方侍　　号

まで

お願いし惨す
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