
令和2年9月1日現在 焔魔堂町自治会 総人口 1,212人（男性609人 女性603人）世帯数 473戸

副自治会長 吉岡信夫副自治会長 吉岡信夫

焔魔堂町

今年度、2年目の副自治会長を務めさせて頂いてます「5班の吉岡信夫」です。

平素は自治会の活動にご協力・ご支援頂きありがとうございます。

今年度はコロナ禍で例大祭を始めとし種々の行事が残念ながら中止となっています。

守山市の市制50周年の各種事業も2021年に延期となりました。

1年目は種々の行事を、役務の軽減や経費節減等を念頭に皆様のご協力を頂きながら

実施してきました。

2年目の任期は、残すところ半年余りとなりましたが、徐々に行事も計画されております

ので、皆様のご協力・ご支援を頂き実施していきたく思っています。

よろしくお願い致します。

焔

Summer breeze

令和元年6月1日発行

（復活第9号）

河川愛護作業【7月2日】※樹木伐採6月25日

自治会 上半期の事業実施状況

公園内の遊具等の安全点検を実施【自衛消防隊協力】
⇒行政に改修済

樹木については土木管理課
に依頼済【解消済】

第1回評議員会の開催(8月29日)

評議員制度の徹底を図るため、令和2年度第1回評議員会が開催されました。

今回は、評議員の紹介と今後の進め方について、意見交換とベクトル合わせを

実施し、令和3年度の役員を決定するため役員実施要領に基づき評議員会を

定期的に開催し決定していきます。

ちなみに、今年度で三役(副自治会長(女性)除く)の任期が満了します

【自治会長・副自治会長・会計】ので、戦略・戦術を総合的に考えていく必要があります。

現行、三役にて調整中です。

第1回焔魔堂自治会「未来を語る会」開催(8月22日)

今の自治会「あるべき姿」とは・・・めまぐるしく変化する時代、今の時代に沿った
自治会を目指すために、世代を問わず提言できるメンバ－から、未来像を語る
プロジェクトチ－ムを発足して自治会の「あるべき姿」を語り令和2年度通常総会
(2021年4月開催予定)に提言していきます。

Autumn breeze

令和2年10月1日発行

（復活第11号）

■ 編 集 ・ 発 行 ■

焔 魔 堂 町 自 治 会

情報システム運営委員

■焔魔堂高田公園緑地【10班】
点検結果⇒雑草が多い

・剪定依頼済【解消済】
【行政 土木管理課】

・遊具改修については、

昨年度に改修済

「河川愛護美化を積極的に行う事により、河川を常に美しく保ち、
正しく安全に利用し河川愛護を更に広める。
また、「生活河川」「児童公園」「小公園」を中心とした自治会内の
美化運動を行い、ごみのない美しい
まちづくりを目指します。

■焔魔堂団地園【7班】

点検結果⇒剪定が必要

行政 危機管理課と連携した
消火栓看板の取替

9班住民より要望のあった

消火栓看板の取替を実施

月 日 行事・会議等 主催団体

えんま帖VOL.158発行 自治会

心と心をつなぐ「挨拶」運動
自治会・各関連役員

二町自治会

2 河川愛護作業 自治会

自治会館等清掃 自治会

自衛消防隊　点検・整備 自衛消防隊

9 オルゴ－ルカフェサロン 自治会

18 第1回2020ふれあい広場実行委員会 自治会・実行委員会

26 涼みの湯立て奉告祭 自治会・中老会

1 えんま帖VOL.159発行 自治会

2 自治会館等清掃 自治会

6 オルゴ－ルカフェサロン 自治会

第1回人権学習 自治会・まちづくり推進員

第4回役員会議 自治会

自治会「未来を語る会」会議 自治会

23 地蔵盆 子ども会・自治会

29 第1回評議員会 自治会

えんま帖VOL.160発行 自治会

自転車マナ－アツプ運動 自治会・各関連役員

自衛消防隊　点検・整備 自衛消防隊

自治会館等清掃 自治会

ペットマナ－アップ運動※二町自治会と連携 自治会

10 オルゴ－ルカフェサロン 自治会

15 自転車マナ－アツプ運動 自治会・各関連役員

17 子育てサロン　※はじめましての会　楽しく自己紹介 自治会

19 第2回2019ふれあい広場実行委員会 自治会【まちづくり推進員】
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8月

7月

月 日 主催団体

1 自治会

自衛消防隊

自治会

9 オルゴ－ルカフェサロン 自治会

12 自治会

25 第1回役員会議 自治会

1 えんま帖VOL156発行 自治会

7 自治会

自衛消防隊　点検・整備 自衛消防隊

自治会

30 第2回役員会議 自治会

1 Creation復活第13号&えんま帖VOL.157発行 自治会

7 自治会館等　清掃 自治会

11 自治会

14 自治会【まちづくり推進員】

14 植え付けの奉告祭 自治会・中老会

25 自治会・重田組

27 第3回役員会議 自治会

1Q

自治会館等清掃

5月

5

10

行事・会議等

えんま帖VOL.155発行

自衛消防隊　点検・整備

オルゴ－ルカフェサロン

自治会館等清掃

令和元年度焔魔堂自治会通常総会

花の街角づくり運動6月

諏訪神社　樹木伐採 

4月  

オルゴ－ルカフェサロン



焔

対前月

世帯数 ▲2

男性 ▲1 女性 ▲1

花の街角づくりを10月4日（日）10:00～ 自治会館前で実施します。

2日（金）13:30～ 花苗を受け取り、自治会館前の花壇に植え付けます。

お手伝いして頂ける方、是非参加ご協力をお願いします。

※これらの花は温暖化防止にもなります

花の街角づくり運動【まちづくり推進員】

QRコードで

パブリカの

Youtubeが

みられます

みんなで

本番に

向けて

練習してね！

■沖縄楽団ティンガ－ラ
■京都外国語大学Likolehuaによるフラダンスの披露 更にPower Up ! !
■みんなでパブリカを踊ろう
■〇×クイズ
■大抽選会

雑誌・雑がみ分別辞典を守山市が作成しました。! !

予期せぬ事故が起きてしまった際に備えて事前に自転車保険に加入することが大切です

自分の子どもや両親が自転車事故を起こしてしまい、相手方に障害が残るケガをさせてしまったり、

時には死亡させてしまったりと、自分は気を付けていても、自分以外の家族が事故を起こしてしてしま

うこともあります。こういった自転車事故は実際に起きており、高額の賠償命令が下りた事例もあり

ます。万一自転車による大きな事故を起こしてしまった際、高額の賠償金を支払うことはできますか？

傷害補償

自転車事故によるご自身やご家族の

入院・手術・通院や後遺障害や亡く

なったりした場合の費用が補償されます。

自転車で人にぶつかって
相手にケガを負わせた

個人賠償責任補償

自転車事故によって他人にケガを

させた場合の損害賠償の費用が補償

されます。

6班の村木洋子様(享年87歳)が

9月6日に、亡くなられました。
ここに心からご冥福をお祈り致します。

VOL 161

R2.10.11行

1行責任者

焔魔堂町自治会

情報システム運営委員

473戸

1,212人

男性 609人

女性 603人

焔魔堂町住民構成

人口

世帯数

R2.9.1現在
Ancdient memory (アンシェントメモリ－)

王

過去の「しがらみ」と決別し、未来に羽ばたけ !
新たな一歩を踏み出そう !

家庭から出る焼却ごみを正しく分別すると雑誌・雑がみ類は色々なものに
リサイクルできます。
分別方法は雑誌・雑がみ分別辞典を参考にしてください。

雑誌・雑がみ分別辞典は保存版として令和2年度のみの発行になるため
大切に保管してください。

行政においては、雑誌・雑がみ類の資源化が更なるごみの減量化に必要不可欠と考えており分別の向上を図るため、

「雑誌・雑がみ分別辞典」を新たに作成しました。

この分別辞典は令和2年度のごみ・資源物収集カレンダ－に挟み込んでいますのでご覧いただき、大切に保管して

ください。

免許返納、過去最高の60万人�警察庁まとめ
: 高齢者の悲惨な事故が契機に

免許返納について

【日・時】 令和2年10月11日(日)

11:30～15:15頃 小雨決行

【キ－ワ－ド】

【場 所】 守山市生涯学習・教育支援センタ－

【司 会】 びわこ放送キャスタ－ 藤川恭子

【その他】 ・模擬店は14:00で終了です

食券は14;00までに交換してね

・抽選券を14:00までに抽選箱に入れてね

・参加賞引き換え券を忘れずにご持参ください

元気な頃はスタスタと歩けた駅からの坂道が、
年を取った今は、まるで難所のように立ちはだ
かる。「ちょっと病院まで」

「駅の反対側のスーパーまで」の足を確保
したい�というのが高齢者が免許を手放せない
理由だろう。
高齢化が進む今、悲惨な事故を起こさない
ためにも、社会全体で考えなければならない

問題。

スケジュ－ルは予定です。変更の場合も有

現在、運転免許保有者の22.9%が
65歳以上となっている。

人口のボリュームゾーンである
段階の世代が間もなく75歳を迎える
ことから、
高齢者の移動支援など

免許返納がしやすい環境整備が

求められそうだ。
101の子育てサロン

【日・時】
令和2年10月15日(木)
10:00～11:30

【場 所】 焔魔堂自治会館
【活動内容】ハロウィンのバッグ

を作ろう

自転車安全利用五則

①自転車は車道が原則
歩道は例外

②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で車道
寄りを徐行
④安全ル－ルを守る
⑤子どもはヘルメット着用

自転車同士で接触し、
自分がケガをした

就学前のお子さんたち

お家の人と楽しく

参加してね・・・

日 曜日 時間 行事予定【10/1〜10/31】

1 木 7:40～ 自転車マナ－アップ啓発活動　※焔魔堂西交差点

2 金 13:30～ 花苗受取　※JA守山支店広場

8:30～ 自治会館等清掃

10:00～ 花の街角づくり運動　まちづくり推進員

7 水 10:00～ らくらくピアノ

8 木 10:00～ オルゴ－ルカフェサロン

10 土 10:00～ 2020ふれあい広場前日準備

10:00～ 自主防災総合訓練　※エルセンタ－　大会議室

11:30～ 2020ふれあい広場　※エルセンタ－　屋外ド－ム

13 火 7:30～ ごみ集積所立会　※行政と連携

10:00～ 子育てサロン　※ハロウィンのバックを作ろう

17:00～ 自転車マナ－アップ啓発活動　※焔魔堂西交差点

17 土 19:00～ 第2回自治会「未来を語る会」会議

21 水 10:00～ らくらくピアノ

23 金 9:30～ いきいきクラブ

24 土 19:00～ 第5回役員会議

25 日 9:30～ 子ども文庫

10月行事予定

4 日

11 日

15 木

★10/4までに中止決定の場合、食券の代金は返金します。

★10/4以降の中止決定の場合、10/11当日に各家庭に注文商品を配布します


