
自治会では、多くの新しい取り組みを始めようとしています。その一つがこの広報誌「自治会どす！」で

す。班長だけが自治会活動をこなしていくのではなく、住民の方が参加できる自治会を目指したい！

その思いからの取り組みです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

自治会の広報誌「自治会どす！」がスタートすることになりました。 

この団地にお住まいのかたの安心・安全・快適な住環境の維持 

一助となるよう、毎年の行事に加え、防犯・防災への取り組み、高齢者対策、団地内の

コミュニティ形成など、多くの新しい取り組みを始めようとしています。その一つがこの

広報誌「自治会どす！」です。班長だけが自治会活動をこなしていくのではなく、住民

の方が参加できる自治会を目指したい！その思いからの取り組みです。今後ともどう

ぞよろしくお願いいたします。この広報誌を見て頂けるだけでも自治会活動への参加の

一歩です。ありがとうございます。 

 

 
 ～各ブロックの役割～ 

A ブロック：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 ブロック：高齢者対策 

 ＊年１度の「敬老会」ではなく、多くの方に 

  参加可能な催しを模索していきます。 

 C ブロック：自治会加入者増加対策 

 ＊未加入者へのアプローチ、自治会への理解を  

  深め一人でも多くの方の参加を目指します。 

 D ブロック：広報活動 

 ＊いま、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。 

～今年度の予定～ 

６月８日 混合ソフトボール大会 

６月１５日 グランドゴルフ大会 

７月 七夕祭り・ボーリング大会（団地内） 

８月２３日 夏祭り 

８月３１日 自治連合会・ボーリング大会 

９月 敬老の集い 

１０月１２日 区民運動会 

１１月３０日 ソフトバレーボール大会 

１２月１４日 ウォーキング大会 

１月 新年交歓会 

２月８日 卓球大会 

 

以上現時点での予定です。 

 

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、自治会・理事会・各サークル・ボランティアの方の

参加を呼び掛けております。さらに居住者の方で、お手伝いしてくださる方を募集いたします。 

皆さんと和気あいあいと、実際に参加してみませんか？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、短時間だけでもお気軽にお問合せください。 

詳しくは次号でお伝えします。       （お問合せ・連絡先は、各棟班長まで・・・） 

 
編集後記 

 この団地に入居してすぐ、「自治会へ加入されますか？」と訪問して頂いたことをいまでもよく覚え

ています。自治会って何をするところ？との問いに正確に答えられる方は、少ないのではないでしょ

うか？お顔を知らない方とすれ違った時に、下を向くのではなく、「こんにちは！」の一言が言える団

地のコミュニティを作るための自治会活動を目指し今年の自治会は動き出しています。(^^)  高 

   

発行日；平成２６年６月９日

「自治会どす！」第１号 

発行：境谷西第二住宅自治会 

責任者：会長 澤 英志 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

夏祭り実行委員会開催

今年も熱～

自主防災企画会議が開催されました

災害発生時に機動的な活動ができるように

を購入することになりました。防災メガホーンなど

具を保管して、非常時に備えます。 

今後理事会で確認を経て正式に設置されます

災訓練を９月２１日（日）に行うことになりました

地震発生時の初期動作や、安否確認のあり

訓練参加者が話し合いする時間

ています。 

具体的な進め方は、理事会・自治会

を経て、居住者の皆さんに、回覧

知らせがあります。 防災訓練に

て、災害への備えを強めましょう

自治会

 

 

6 月 15 日グランドゴルフ大会は晴天の

することができました。第二住宅からは

名も含め 6 名の方が元気いっぱいでプレイされまし

た。結果各１名づつ男性４位女性２位 

ホールインワンもでてみな大活躍でした

  

7 月 26 日（土）19：00 より、夏祭

どうやって？あまり時間が取れないし・・・とお

時間・お手伝い頂きけることなど、一緒

今年の夏祭りは、パーフェクトピッチング・

手作りのオーナメント、大人・子供

（ワインが景品に！？）など、新企画満載

第２住宅にお住いの皆様へビンゴカードを

年齢に関係なく楽しめるイベントを

夏祭りではない第２住宅の夏祭
 

「京都市地域コミュニティ

★・。・☆・。・★・。・☆・。・★・。・☆・。・★・。・☆

今年度自治会は活動の一環

この度「京都地域コミュニティ

助成金」の制度を活用し

また、この広報誌発行費用

～グランドゴルフ大会～

実行委員会開催します 

～い夏祭り開催

されました 

ができるように「防災倉庫」

メガホーンなど防災機

されます。また、防

うことになりました。今年は、

のあり方について 

時間も組み込まれ

自治会での説明

回覧や掲示でお

に家族で参加し

めましょう。 

自治会どす！ 

の下盛大に開催

からは、当日参加の 2

いっぱいでプレイされまし

 

でした。 

夏祭りの企画などを検討します、夏祭りに参加してみたいけど

れないし・・・とお考えの方、是非ご参加ください。

一緒に考えていきませんか！！ 

パーフェクトピッチング・木工教室・パッチワーク講座

子供も盛り上がる新企画「バトル輪投げ」

新企画満載！！ 

へビンゴカードを配布する他、夏祭り会場では

しめるイベントを考えています。子供たちだけの 

夏祭りを、ご自身で是非体感ください。 

 ～七夕祭

     ＊７月５

開催されましたボランテ

会」のご尽力で竹を

の子供たちやご家族

願いを短冊へ託して

  

 

コミュニティ活性化に向けた地域活動支援制度

6 月 8 日混合

豪快なホームランもあれば

ーフィティーバント

パーキャッチ。男女 17

加チームにも混じって大活躍

差をあと 1 点まで追い上

位に甘んじる。「頑張ろう

 

☆・。・★・。・☆・。・★・。・☆・。・★・。・☆ 

一環として、自治会員新規加入者増加を目指

コミュニティ活性化に向けた地域活動支援制度

し、自治会の「のぼり」・「横断幕」を作成

費用にも助成金を使用しています。 

～ ～混合ソフトボール

 

開催☆彡 

してみたいけど、

。御都合の良い

講座による 

」 

では 

七夕祭り～ 

５日・６日、七夕祭が 

ボランテア団体「みどりの

を準備し、当日は約 80 名

家族が参加され、それぞれの

ていただきました。 

地域活動支援制度」の活用について 

日混合ソフトボール大会が開催 

なホームランもあれば、女性のセ

ーフィティーバント、ライナーのスー 

17 名参加の第二住宅は他の参

大活躍、 2 試合目には大量点

上げるも終盤に突き放され 3

ろう"気"」を貰った大会でした。 

 

目指し、 

制度の 

作成しました。 

木工教室／作品 

ソフトボール大会～ 

発行日：平成 26 年 7 月 14 日

「自治会どす！」第 2 号 
発行：境谷西第二住宅自治会 
責任者：会長 澤 英志 
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子供たちには負けてられない！狙う景

品はビール・ワインなどなど・・・外れてし

まってもアテが付いてくる！子供用の 

輪投げと同時開催、景品が無くなり次第終了しま

す。（管理事務所前） 

発行日：平成 26 年 8 月 4 日

「自治会どす！」第 3号 

発行：境谷西第二住宅自治会 

責任者：会長 澤 英志 

夏まつりボランティア募集！ 

～夏まつりの催しご案内～ 
★事前申し込みが必要なイベント★ 

・木工教室ではティッシュケースを 

製作！（限定５０個／５００円） 

＊子供さんでも簡単にできるよう 

工夫されています。製作時間／1 時間程度 

・パッチワーククラブ手作りオーナメント製作 

 ＊天然の木の裏にマグネットを取り付けて 

  いるので、玄関の扉にも取り付けられます。 

  

 

 

 

 

製作時間／1 時間程度（限定 30 個／300 円） 

開催場所：管理組合洋室 

大人用：生地で針を使用 

お子さん用：千代紙を使用し、針を使わずにできます。    

囲碁・将棋教室 

初心者・久方ぶりの方も第 2住宅の 

囲碁・将棋講座のグループがお待ち 

しております。 小・中・高校生大歓迎 

大人はもちろん、お子さんとご一緒に参加もでき

ます。お気軽にご参加ください。 

 参加費：不要(^^♪ 開催場所：管理組合洋室 

・・生ビールの販売開始 

一銭洋食・焼きそば・焼き鳥など屋台も大盛り上 

がり、お座席もでるので日頃、 

なかなかお話できない、ご近所の

方と一緒に語らう時間をみつけま

せんか？ 

両端はマグネット付 

★子供縁日も同時開催！ 
幼児輪投げ・動物すくい・ヨーヨー釣り 

＊子供縁日コーナー共通１５０円券をご購入ください） 

  

 

★石ころアート（参加費無料) 
世界に一つ、この夏の思い出にあなた 

だけの作品を作りませんか？！ 

 

各イベントや屋台の準備など 

ボランティアを募集しています。 

お手伝い頂ける方は各棟班長 

までご連絡ください。 

 

開催時間・開催場所：管理事務所前 

第１回目 午後３時～ ・ 第２回目 午後４時～  

☆各棟参加頂ける時間帯はあらかじめ決まっていま 

す。必ずお手元のビンゴカードをご確認のうえ 

ご参加ください。 

 
 

手作りオーナメント 

 

 

今年も屋台やパーフェクトピッチング等のイベントがたくさんありま

す！詳細は近日広報する「夏まつりどす」をごらんください。なお、チケッ

トは商品が完売したり、イベント開催時間を過ぎるとご利用いただけま

せん。（夏まつり会場にて払戻しします。） 

屋台・イベント開催にあたって・・・ 

自治会新規加入受付コーナー 

自治会では常時、新規の加入を受付し 

ております。 

同じ第２住宅に住む、「向こう三軒両 

隣」の輪を広げてより素敵な第２住宅 

を作っていきませんか？ 

 

管理事務所前広場では・・ 



夏まつりに 
おこしやす！

 
 
 
 
        
        
          
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 

屋台って愉しいよ！  
やめられましぇん  

 
「地元農家による新鮮野菜直販」のお知らせ 

 開催日時：８月２３日（土）午前 9：30～ 

 開催場所：管理事務所前テント（団地発行の金券は使えません） 

   

うちの夏まつりに 
産直野菜がやってくる 

屋台の食品は持ち帰りできません 
 

今年もボウリング大会で燃えました 

７月 26 日（土） 

京都エミナースにおいて 

自治連合会の予選を兼ね

たボウリング大会が開催 

されました。 

 

小学生 14、一般 19 名がレベルの高いゲームを 

展開、優勝スコアはそれぞれ 90 点（4 年生/1
ゲーム）、386 点（162/224）。 

1 位～6 位まで全員が、1 ゲーム 150 点以上、

マイボール・マイシュズの方も７名、多くがアラ
フォーはとっくに過ぎたのに、往時を忍ばせる投

球フォームは流石でした。 
特に 224 点、圧巻です。小学生の部 

２位は小柄な１年生で８０点、来年の 

サマーキャンプが開催！ 
西京少年補導委員会境谷支部による一泊二日

体験学習キャンプが７月２５日（金）２６日

（土）、丹波自然運動公園で今年も実施されま

した。第２住宅からは、小学３年～６年の男

女９名が参加しました。１日目は色んなプー

ルで泳ぎ、夜は花火に夢中、２日目はアスレ

チックやパターゴルフ、宝探しゲームなどを

楽しみました。 

昼間には境谷小学校の先生方も何人か参加さ

れ子どもたちと遊んでくださいました。自然

の中での友達同士の宿泊は、時には大きなカ

ミキリムシに悲鳴を 

上げたりしつつも、 

良い思い出になった 

ことでしょう。 

７０歳以上の居住者の方へ 

～屋台・各種イベントに利用できる２００円金券の配布について～ 

お忘れになった場合は夏祭りチケット売り場で、 

ご本人からお申し出頂ければお渡しでき 

ます是非ご活用ください!(^^)       

 毎年、夏まつりの実施に当たっては、食中毒の予防を徹底しております。    

ご自宅にお持ち帰りになると、時間の経過により食中毒の発生が心配 

されます。たのしい夏まつりを続けていくためにも、お買い求めいただいた 

食品は、夏祭り会場でお召あがりください。ご協力をお願い致します！！ 

発行日：平成 26年 8月 11日

「自治会どす！」第４号  
発行：境谷西第二住宅自治会 

緊急速報 
パーフェクトピッチングのボランティアを緊急募集します。ボール集め等（小学

生～OK!）尚、枚数がため、当日券の販売中止します。 

自治会どす！ 
夏まつり直前、臨時増刊号！！ 



 臨時福祉給付金 等 装  詐欺 注意  

消費税率引上  伴 

 臨時福祉給付金 

 子育 世帯臨時特例給付金 

 支給         多  市町村   

順次 申請受付 開始         

    申請 給付 関  

      話    詐欺   
京都府 市町村 厚生労働省 職員 名乗 者    

 給付 手続               行    
府 市町村 厚生労働省     操作  願      

絶対      

 手続  必要   生年月日 口座番号 教    
厚生労働省 職員等 電話 手紙   個人情報 

聞 出    照会     絶対      

   給付金専用    

            

 臨時福祉給付金 等 口実   不審 電話    

迷     場    番 
京都府警察本部

京都府警発行 防犯対策     8月版 編集   案内    

 自治会   第  号

平成  年 月  日

境谷西第二住宅自治会

会長 澤 英志 防犯対策版 
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「懇親カフェ」へのお誘い 

 

 

境谷学区体育大会開催 

 

夏祭りのご報告 

 

 

  

 

開催場所：管理事務所前広場 

開催時間：11時～【雨天順延：10/25（土）】 

第 2 住宅にお住いの６0 歳以上の方及びその

ご友人・ご家族などを中心に『敬老の集い』に

替えてオープンカフェを開くことになりました。そ

の名も「懇親カフェ」！ 

発行日：平成 26年 9月 14日

「自治会どす！」第 6号 

発行：境谷西第二住宅自治会 

責任者：会長 澤 英志 

今年の「夏まつり」は、まさに第２住宅のコミュニティ

の大きな花の咲いたようなお祭りでした。酷暑の中

にもかかわらず、本当に多くの方のご参加を頂き、

皆様と共に愉しい 1 日を過ごすことができましたこ

と、心より感謝申し上げます。簡単に、会計報告を

させていただきます。 

 

10/18（土） ＡＭ１１：００～ 

一度も作ったことも食べたこともない保存食って？？ 
 この数年で、保存食は種類も増え、味もぐ～んとアップしています。 

調理時間を長くすることによって、お粥やリゾットになるタイプもあり、高齢

者にも食べやすくなっていて、入れ歯を忘れてもだいじょうぶかも？！(*^^*) 

保存食を買って、保存せずに味見するなんてなかなかできませんよね。 

9 月 21 日開催の自主防災会では、そんな皆様にアルファ米を試食して 

頂けることになりました。防災器具の紹介販売（午前 11 時頃より）も行い 

ます。 「もしも！」に備える第一歩をみんなで踏み出しましょう。 

  
 

 10/１２（土） ＡＭ８：３０～ 

寄付金の使い方について・・・ 

収入の部 

寄 付 金： 101,430円 

（内、外部団体寄付：30,000円） 

売 上 額： 452,930円 

支出の部 

屋台賃料・材料費・景品等： 841,375円 

  

★当日ご参加の方はもちろん、夏祭りに参加いただけなかった方からも多くのご寄付を頂いております。 

夏祭りのボランティアスタッフの賄い食・高齢者の方への補助金として大切に使わせて頂くことになりました。 

出来上がりは 

お茶碗大盛り 1杯分、 

約 260g！ 

（非常食の一例） 

 

開催場所：境谷小学校グラウンド 

開始時間：8：30～入場行進 
【雨天順延：10/19（日）】 

今年も秋の祭典大運動会が実施されます、日ご

ろの運動不足解消に、また新たなご近所付き合

いの輪を広げるために是非ご参加ください。詳

細については後日回覧いたします。 
秋風の吹く気持ちの良いオープンカフェで 

コーヒー、紅茶、お抹茶、和菓子、ケーキ、サンド

イッチ、焼き芋などを無料でお出しする予定 

です。どうぞお気軽にお立ち寄りください。 

ご質問は各棟班長まで。 
 


