
 

 

 

 

 

 

 

 

自宅にいるとは限りません、

旅行先で土砂災害にあったら！？ 

通勤先や出張先で、災害で動けなくなったら！？？ 

メモ帳や携帯電話やスマホなどに、ダイヤル番号を 

記録しておきましょう。 

大規模災害に遭ったとき、家族や親戚、友人に無事 

を知らせたり、親戚、友人の安否を確認できます。                                       

＊他の方に聞かれたくない方は、 

暗証番号を利用することも可能です。 

＊携帯電話・PHSからも利用できますが、 

詳しくは契約している通信業者にご確認ください。 
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家族や親戚、友人が Aさんの安否を 

確かめたい場合 

 

 

171＋1＋ 

伝言再生 

被災した自身（Aさん）が家族や親戚、 

友人に無事であることを伝えたい場合 

 

 

171＋1＋ 

伝言録音 

Ａさんの自宅の 
電話番号 

今年の秋のレクリエーションは、千弥農園への を

実施します！！ 

開催日時：平成２６年１１月２２日（土）  

集合日時：第２住宅管理事務所前 ＡＭ10：30 

参加費：自治会員(中学生以上)：1,500円 小学生以上：１,300円 （入園料・すき焼き代込） 
 3歳以上ですき焼きの要らないお子さんは無料 
非自治会員：実費（３歳以上でも入園料が必要です。） 
（柿狩り・地鶏すき焼き料金込み）通常大人 3,７１６円   

参加募集人数：60名（希望者が多数の場合は家族単位で抽選になります。）  詳細は回覧をご覧ください 

 

 

境谷学区体育大会の結果速報 

10/12（日）晴天の中、開催された 

運動会で我が第 2 住宅Ｂチームは見事優勝、Ｂチー

ムも準優勝という素晴らしい結果を残すことができ

ました。 

第１・２位独占 

 

 

 

今年は第２住宅の参加は

ありませんでしたが、初めて出場されるかた

も多い様子で、どなたでも気後れせずに参加

できるのではと感じました。 

来年は、第二住宅チームで 

参加できたらいいですね。 

 

 

 

  

 

 

Ａさんの自宅の 
電話番号 

9/28 

ゲートボール大会開催 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

～２６年度自治会活動、前半を終え後半に向けて～ 自治会の役割ってなに？ 

自治会は①第２住宅のコミュニティづくりの核となる②行政とのパイプ役となる、という 

２つの大きな役割を担っています。 

 築３０余年経過し建物の老朽化や居住者の高齢化が進む中で、第２住宅の保守・管理、防犯・防災

の観点から自治会は重要な役割を果たしています。住みやすい第２住宅にするために、『住民同士の

信頼関係を築く』という役割です。それは第２住宅に居住する全ての方々に関係することでありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年の秋のレクリエーションは、千弥農園への柿狩り＆地鶏すき焼きツアーを

実施します！！ 

開催日時：平成２６年１１月２２日（土）  

集合日時：第２住宅管理事務所前 ＡＭ10：30 

参加費：自治会員(中学生以上)：1,500 円 小学生以上：１,300 円 （入園料・すき焼き代込） 
 3 歳以上ですき焼きの要らないお子さんは無料 
非自治会員：実費（３歳以上でも入園料が必要です。） 
（柿狩り・地鶏すき焼き料金込み）通常大人 3,７１６円   

参加募集人数：60 名（希望者が多数の場合は家族単位で抽選になります。）  詳細は回覧をご覧ください 
 

 

 

今年は第２住宅の参加は

ありませんでしたが、初めて出場されるかた

も多い様子で、どなたでも気後れせずに参加

できるのではと感じました。 

来年は、第２住宅チームで 

参加できたらいいですね。 

 

9/28（日） 

ゲートボール大会開催 

 

 

10/12（日） 
境谷学区体育大会 

台風の接近にもかかわらず

晴天に恵まれ、第２住宅からは

約 110 名が参加され、日頃の

運動不足もなんのその、大活躍

の一日でした。 

来年度は優勝をめざそう！！ 

自治会どす！ 
発行日：平成 26年 10月 21日

「自治会どす！」第８号  
発行：境谷西第二住宅自治会  

柿狩り＆すき焼きを楽しもう！！ 

 

したがって、自治会の活動には自治会員の方だけではなく、多くの住民の方に参加いただくことが

大切だと考えます。自治会の役割と活動をご理解いただいて、年度の途中からでも自治会に入って

いただけるよう働きかけ、コミュニティの輪をいっそう広げていくことが重要ではないでしょうか。 

みなさんからお預かりした自治会費もそうした第２住宅全体の「コミュニティづくり」のために使われる

べきだと考えます。 

「自治会どす！」を中心とした広報活動や、イベントの開催時には必ず入会コーナーを設けるなど

入会促進に取り組んでいるのはそのためです。 

今年度の後半も以上を踏まえて活動を続けていきます。 

自治会員、非自治会員を問わず自治会活動へのご協力ご支援をお願いすると 

ともに、ご意見ご提案のある方はぜひとも お寄せください。 
 

回覧物？？ 
イベント？ 
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自治会の広報担当です！住民の方のニーズに合うホットな情報は何なのか？ 
お知らせすべきことは何なのか？自治会に関心を持ってもらう為の広報とは何か？ 
読んで頂ける記事を模索しながら「自治会どす！」を発行しています。 
一方的なお知らせでなく、住民の方が感じている事柄を共有できればとの思いを持ちながら

誌面作りに取り組んでいます。 

自治会どす！ 
発行日：平成 26年 11月４日  
「自治会どす！」第９号  
発行：境谷西第二住宅自治会  

Ａブロック：1～6 棟 Ｂブロック：7～11 棟 
Ｃブロック：12～19 棟 Ｄブロック：20～２６棟 今、自治会の取り組み 

防犯・防災対策を担当しています。課題は、①自主防災会との連携（＝防災倉庫及び防災用

具の保守・管理等）、②悪質商法・振り込め詐欺等から高齢者を守るための情報提供、③住宅

用火災警報器の設置促進です。 
防犯対策情報は繰り返しお伝えすることが大切だと思いますし、 
京都市消費生活総合センター等の出前講座も計画しております 

高齢者対策の担当です。①災害時避難誘導のための住民の家族構成リストの作成とアンケー

トの実施 ②在宅しがちなシニア世代の居場所作りへの協力（外出促進と目標を持った生活

を送る為に）③自治会の目安箱設置の検討（住民からの声を聴く体制作り）④外部団体では

カバーしきれない、高齢者への援助の必要性と手段の検討など、まだまだ課題はありますが、

皆様からのご意見を頂戴しながら検討を進めてまいります。 

初めての 

            10/18（土） 

              「敬老の集い」に替え 
初めての「懇親カフェ」が 
開催されました。 

京都府消費生活安全安心センターからは、 
新手の詐欺の手口や、電話が掛かってきた時の 
断り方などを練習しました。また、事務所前 
広場では秋風の中囲碁・将棋・マージャンを 
心地よく愉しんでおられました。 
立命館大学落語研究会からは２名の学生さん 
が参加、玄人はだしの落語に魅了されました。 
小学生チームのダンスもあり、笑顔の絶えない 
一日となりました。 

10/26（日）テニス大会 

自治会の新規加入増加と規約改正に取り組んでいます。まず今年度当初、京都市の「地域コミ

ュニテ   ニティ活性化に向けた地域活動支援制度」に申請し、１０万円の補助金を受ける 
      事ができました。それにより、この広報誌を見やすいカラーにしたり、自治会へ 
      の参加を呼びかける、旗や大横幕を作成しました。今後、自治会の会則を、さら 
に現状に合ったものに、改正していくべく検討中です。 



 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「自治会どす！」第 11号 

発行日：平成 26年 12月 15日 

発行：境谷西第二住宅自治会 

責任者：会長 澤 英志 

11/22（土）秋のリクリエーション「柿狩りと地鶏すき焼きツアー」が開催されました。 

参加人数は 39人で、管理事務所前に集合し、遠足気分で農園までの道 

をハイキングしました。 

お喋りしながら歩くと、あっという間に千弥農園です。 

自分たちで採った柿と、柿園を眺めながら第２住宅 

の皆で頂く「すき焼き」はいつもとは一味違う美味し 

さでした。 

 

 

第 2 住宅からは最多の１０名でした

が、他地区はゼロから数名参加によ

り混合チームで開催となりました。 

参加者はほとんど顔見知り同士で、

試合中に隣コートにメンバーが移った

り、疲れた人を避けて打ったりと判定

も緩く、和やかでレクレーション雰囲

気で和気あいあい 

のソフトバレーで 

した。 

 

11/2（日）京都市市民防災センターで恐怖体験 
 

（境谷学区自主防災会主催） 

 地域ぐるみの自主防災体制をつくるため、

体験学習を通して防災に関する知識の習

得や災害発生時の備えをするため、防災セ

ンターへ行きました。 

３２ｍの強風、震度７の地震、建物内での煙の中の避難、実際の消火

器を使った消火等を体験してきました。一番恐怖を 

感じたのは煙の充満する廊下での避難です。 

あらかじめ通路の説明を受けていたにも関わらず、 

すぐ横にあるはずの壁すら見えない状態でした。 

体験では無害の煙ですが、実際は有毒な煙が立ち込めることになるの

で、火災時の死亡原因第１位ということもうなずけます。 

 

9/21(日)第２住宅でも防災訓練が実施され、２３６名が参加されまし

た。少しの知識でも有ると、いざという時に心にゆとりが生まれます。最

低でも３日分の食糧と水、準備されていますか？ 

 

11/30（日） 「第３回防災企画会議」が開催され 

ました。第２住宅での避難支援等を実施する 

際の重要な情報である「非常時用居住者名簿」に 

ついて検討がなされました。 

11/16（日） 

境谷学区バトミントン大会
が境谷小学校体育館で開催さ

れ、第2住宅より、男性6名・女性
6 名の計 12 名が参加し、A・B・C
の 3組に分かれ試合、結果は Aク

ラス若林組・七條組、B クラス山
内ペア、Cクラス天花寺ペアが 
優勝され無事大会を 
終りました。 

 

 
11/30（日） 

ソフトバレーボール大会 

 

 

11/16(日)社会福祉協議会主催の

秋の会食会が洛西老人福祉センター

で開催されました。 

第２住宅からは９名が参加し、

「CoCo」デュエットによる歌声と三線・

フルート演奏など、参加者一同懐かし

い「古城」「湖畔の宿」を合唱し、大変

愉しい秋晴れの 

ひとときを過ごし 

ました。 

12  28 

新年交歓会とオセロ大会開催のお知らせ！！ 
平成２７年１月１１日（日） 

午前１０時より、集会所洋室にて、オセロ大会を開催します。後日、参

参加申込書を回覧しますので、どうぞふるって、ご参加ください。ただ

し、当日の飛び入り参加はできません。 

対象者は小学生及び未就学児童です。  （申込締切日：１２月２８日） 

尚、オセロ台をお貸しいただける方は、各棟班長までお知らせくださ

い。よろしくお願いします。 

当日は新年交歓会が開催されます。冬の寒さを吹き飛ばして、皆で 

わいわい、新年の始まりをお祝いしましょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度、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」の制度を活用し、自治会の「のぼり」・「横

断幕」を作成し活用してきました。又、この広報誌発行費用にも助成金を使用しています。 

「自治会どす！」第 12号 

発行日：平成 27年 2月 8日 

発行：境谷西第二住宅自治会 

責任者：会長 澤 英志 

 

 

「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 

 

元旦の雪で・・・ 

だれの作品かな？ 

鎌倉も出現！！ 

 
             

子供見守り隊活動（防犯パトロール） 
自治会活動の一環として、境谷小学校１，２年生を対象に、 

下校時の付き添い・見守り活動を行っています。 

 月～金曜日の午後、西京区防犯推進協議会境谷支部長ほか、 

境谷西寿会、住民、及び自治会班長それぞれの有志が、数人 

づつ交代で実施。 

 ｢SＴＡＰ細胞って本当にあるの？」、「運動会で走ったら今日は筋肉痛なんだ」・・・など驚

きの発言もあって子供たちとの楽しいひと時です。 

 第２住宅、境谷東団地、センタープラザ、西境谷町１・３・４丁目と多方面で、要員不足の

日も多々あります。 

 この活動を続けるためには要員を増やして一人当たりの負担を減らすことが重要です。平日

の午後３０分程度の活動です。月に１回でも結構です。新たに参加いただける方を募集してい

ます。参加申し込は自治会班長までお願いします。 

 

下校中 

1/11（日）オセロ大会開催 

今年度は２２名の 
参加で、高学年・低 

学年・未就学児童の 
グループに分かれ, 

熱い戦いを繰り広げました。 

ゲームが終わった後、表彰式が執り 
行われ、住民新年交歓会にお集まりの 
皆様から温かい拍手が送られました。 
オセロ大会の参加者だけでなく、表彰

式に居合わせた方も素敵な笑顔でした 
 

Ｑ：ボウリング大会の参加賞が従来の「図書券」から「夏祭りの金券」に替わりがっかりした。 

Ａ：「夏祭りの金券」を渡すことにより、少しでも多くの住民が夏祭りへ参加して貰う為です。 

境谷学区ウォーキング大会 12/21（日） 

境谷学区では 70名余り。第 2住宅からは男性 5名、女性 4名が参加し、9 時 15分に境

谷小学校のグランドを出発、大蛇が池を通り、竹の里大橋を渡り、南福西3丁目から竹林公 

園に行き、約 20分の休憩のあと、小畑川公園の川沿いを通歩き約 2時間をかけて境谷小学校グランドへ

無事到着、一汗かいたあと皆で食べる豚汁は、家の中でたべるのとは一味違う美味しさでした。 

2  21 

Ｑ：夏祭りの家庭福引がビンゴゲームに替わったこ 

とで・・・ 

ア）好きな時間に行くことができなくなった。 

イ）残念賞の景品が悪くなった。 

Ａ：夏祭りへの住民同時参加による盛り上がりを重視 

  した為です。 

Ｑ：七夕祭りの笹飾りが７月６日(日)の夜に片づけられた

けどどうして？ 

Ａ：６日の夜遅くから豪雨の予報が出され、飾りが、団地 

内に散乱するのを防ぐ為でしたが、反省すべき点も大

いにありました。次年度へ引継ぎます。 

 
 


