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令和3年度 第2回評議員会

自主防災総合訓練【防犯】令和4年10月8日 自治会館解体お祓い【9月24日】新自治会館地鎮祭【10月16日】

「自治会館解体お祓い」&「新自治会館地鎮祭」が、
大宝神社宮司のもと、挙行されました。
現行は、上棟に向け基礎鉄筋工事中です。

子どもリレ－大会【子ども会】ふれあい広場2022 開催 令和4年10月9日 王

子どもリレ－大会

物凄く盛り上がってますね・・・ 去る10月9日(日)
「ふれあい広場2022」
を秋晴に恵まれる中、2年ぶりに
開催することができました。
今回、多くの皆様にご来場頂き
大盛況のうちに終了することが
できました。
前日準備から当日の役割等ご協力
頂いた役員、各種団体の皆様、
ご来場戴きました住民の皆様、
心より感謝申し上げます。
【ふれあい広場2022実行委員会】

今年4月から四役が主体となりスタート
しました。
従来の副自治会長【女性】が名称を改め、
コミュニティ活性化委員となりました。
主に子育てサロン（未就園児親子の交流の場）
を企画、開催すると共に、
自治会の様々な業務、イベントに関わらせて
頂いています。
3年目となるコロナ禍ではありますが、
月1回の子育てサロン、
最近ではふれあい広場2022、
グランドゴルフ大会で「楽しかったね！」
という声を聞くととてもうれしく思います。
今年度の子育てサロンでは、
初めてコープさんのキッチンカーを招き、
健康教室を開いたり、現役ママ保育士さんに
よるタッチケアのお話をお聞きしたり、
毎回アットホームな雰囲気で行っています。
私自身、現在中2と小1の息子がいます。
次男が赤ちゃんの頃にこの子育てサロンに
参加していました。
焔魔堂に住んで8年がたちましたが、

外から滋賀に来て、知り合いがいない中、地域に馴染めて行けたのはこの子育てサロン
でのボランティアさんたちとの出会いが大きかったです。
他にもいろいろな『ご縁』あり、今に至ります。
いきもの好きな家族なので、
よく子供と焔魔堂の用水路を覗いているのですが、最近は町内で子猫を保護しました。
これも『縁』と思い、家族の一員になりました。
微力ながら、
みなさんが更に住みやすい〝焔魔堂〃でいられますよう私なりに務めさせていただきます。

★防犯
防犯講座の受講

【守山警察
生活安全課よりの講話】

守山警察生活安全課から講師をお招きして、「特殊詐欺の被害から自分を、
そして大切な人を守る対策を! !」と題して概ね30分の講話を
受講し、あなたの財産を守るチェックシ－トに記入し再度、
こんな言葉に要注意と改めて再認識しました。
最後に特殊詐欺対策サ－ビスの紹介があり、
NTT西日本 滋賀支店、滋賀県防犯協会の話がございました。

令和4年度 第2回評議員会が、
令和4年11月19日(土) 11:00～
エルセンタ－２F学習室で開催されました。

・今回は、自治会長・副自治会長・自治会会計の
任期満了に伴う今後の「あり方・進め方」について、
意見交換を実施

・現行、四役候補者について、四役等からの推薦に
よる選出も可能性を探し、

※規約・規則第11条(役員の選任)【運用規定】
・12月に予定されている

各班班会議が、各班の代表選出会議とならぬよう
更に調整を図っていきたい。



令和5年度 焔魔堂自治会【自治会長・副自治会長・自治会会計】の選任について

■今期、第Ⅱ期目の自治会費につきましては、皆さんのご協力を得て、無事集金する事ができました。
ありがとうございました。
また、11月27日(日)の「ごみのない美しい街づくり」には、大勢の皆様の参加により、美しく綺麗な
街になりました。私たちの街は、私たちの手で努力するしかありません。お疲れ様でした。

■先般回覧にて、お知らせしました、お正月に新しく取替える神棚用の神さんのお札については、回覧板にて注
文して 頂いた方に、代金と引き換えに下記の要領でお渡しします。
1.神棚お渡し日時 令和4年12月4日(日) 9:00～12:00 ※4日困難の方、連絡願います
2.お渡し場所 仮設自治会館前
3.神札代金 大宝神社 800円 伊勢神宮 1,000円 近江神宮500円
4.その他 皆さんがそれぞれに申込書に記入された神札を上記代金にてお渡し

しますので、お忘れなき様宜しくお願いします。
※来られない方の神札については、大宝神社に返却させて頂きます。

December：師走（しわす）

対前月

世帯数 4

男性 5 女性 7

第Ⅱ期自治会費・神棚用神さんのお礼、皆様への配布方法について

スケジュ－ルは予定です。変更の場合も有

自治会長、副自治会長、自治会会計)の任期満了に伴う選出について、
「今後のあり方・進め方について」自治会として、班会議を控え、班の代表選出会議とならぬ様、
自治会として、「英知と知恵」を総動員して、調整が前向きに進んでおります。
また、各班の班会議においては、「例大祭の担ぎ手」等々について、来年度の役員となられる方と協力して
頂きくことを希望します。
また、来年度からは、第6回役員会議【令和4年10月29日】において、文化財保護運営委員(仮称)が、正式に
自治会役員となり「文化財保護運営委員」となられることが決定致し、新たに令和5年度よりスタ－トする
ことが、決定致しました。

1.選挙の期日 令和5年2月12日(日) 10:00～ ※今回は、「選出投票」or「信任投票」
2.投票の種類 自治会長、副自治会長、自治会会計

3.公示 令和5年1月7日(土)

4.立候補届出受付 令和5年1月7日(土)〜1月14日(土)  17:00まで
※立候補者は各班長に届出、班長より選挙管理委員長宛に届出る。

５.立候補無き場合 1月14日(土)までに届出のない場合は、投票に決定

６.公報 令和5年2月4日(土)
選挙管理委員会は、立候補者、推薦候補者本人への通知を行い

速やかに選挙公報にて令和5年2月4日以降、班長、評議員、班内回覧を行う。
選挙に出席不可能の場合、令和5年2月5日までに委任状を、選挙管理委員長に提出。
期日前投票は、令和5年2月4・5日の午前中とする。

8.総会 評議員全員の投票により決定したら、令和5年4月16日(日)の通常総会に
おいて報告し、自治会長、副自治会長、自治会会計は、令和5年度新四役として挨拶する。

12月期 子育てサロン

時代に即した、やり方「新嘗祭・神符頒布祭」

昨年度以降、大宝神社【栗東市綣7丁目5-5】に出向き、祭典に
認可地縁団体焔魔堂自治会として参列します。
【日・時】 令和4年12月4日(日)   14:00～
【場 所】 大宝神社本殿前(雨天時 社務所祈祷殿) 
【服 装】 平服(ス－ツにネクタイ) 
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【大雪】
１２月７日は二十四節気のひとつ大雪に当たります。
この季節になると大陸の高気圧が張り出し、北海道など北国では
本格的な雪が降り、西日本の暖かい地方でも雪が降る時もあります。
また動物たちも冬眠の時期を迎え、山は木々の葉を落とし冬籠もり
に入ります。

【空っ風】
冬の晴天の時に吹きすさむ寒冷で乾いた風。大陸からの冬の季節風
が、日本列島の山脈を越え、太平洋側に吹き下ります。
空っ風も夕方には止み、そんな夜は底冷えになります。

【木枯らし】
「凩」、「木嵐」とも書きます。
秋から初冬にかけて樹木を枯らすほどに吹き、冬の到来を思わせます。
気象庁では木枯らし１号が吹いた日を毎年、発表しています。
一番木枯らしを意識する時期です。
【焚火】
たき火には、落葉焚、庭焚火、野焚火、磯焚火などがあります。
昔は今の季節には、近所の通りの落ち葉を集めて燃やす光景は、
日本のどこにでもある風景でした。
知らない人でも自由にたき火にあたり、暖をとったりして足を止め
ました。
今では懐かしい風物詩になってしまいました。
【夜警】

今年は、新自治会館建設のため、「自衛消防隊年末夜警」は
今年度に限り、中止とします。

【日・時】 令和3年12月19日(月)  10:00～

【場 所】 守山会館 1F和室

【活動内容】 クリスマス会

日 曜日 時間 行事予定【12/16～12/31】

16 金 9:30～ いきいきクラブ

17 土 1800～ 第7回役員会議　エルセンタ－大会議室A・B

9:30～ 子ども文庫

1000～ 8班班会議　　エルセンタ－大会議室A・B

19 月 1000～ 子育サロン　クリスマス会

18:30～ 学区三役会議

19:30～ 学区自治会長会議

日18

12月行事予定

水21

曜日 時間 行事予定【12/1〜12/15】

1 木 7:40～ 自転車マナ－アップ啓発活動　※焔魔堂西交差点

13:00～ 7班班会議　エルセンタ－2F学習室

9:00～ 交通安全表彰　焔魔堂自治会　最優秀賞受賞【守山警察署】

8:30～ 自治会館清掃【諏訪神社周辺草刈り】

9:00～ 自衛消防隊　整備点検

9:00～ 神棚用お札配付　お忘れなきように

14:00～ 新嘗祭、新府領布祭　　大宝神社

18:00～ 9班班会議　エルセンタ－2F学習室

7 水 9:30～ らくらくピアノ

9:00～ 2班班会議　エルセンタ－2F学習室

13:00～ 4班班会議　エルセンタ－2F学習室

19:00～ 6班班会議　エルセンタ－2F学習室

15 木 16:30～ 自転車マナ－アップ啓発活動　※焔魔堂西交差点

日11

12月行事予定

土3

日4


