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明倫文化祭 開催
明倫から迷惑駐輪・路上放置をなくそう
むこう三軒両どなり
明倫マンション紹介 グランゼロ新町
町内探訪 小結棚町
グラウンドゴルフ大会出場記
もちつき・クリスマス・防火リレー
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新年のご挨拶とご報告

開催

遊戯室カーテンの新調︑防災会の炊き
出し用機具とテントの購入︑自治会館
洗面所の一部を取り壊し︑押入れ二ケ
所の新設︑炊事場への水道管の新設︑
遊戯室冷暖房機の修理等を実現させ
ました︒
残余の三十五万三千五百三十一円
で会議室の壁面整備に使う事を昨年
十二月の理事会で承認をえました︒一
月中には完成の予定です︒
なお︑消防分団器具庫の新築には︑
三百三十二万五千三百二十円の補助
金を京都市より支給された事を付記
します︒

明倫文化祭

｢

｣

・大正琴演奏会
・放下鉾お囃子演奏
・二階囃子と街の灯り
・ペトロフピアノ演奏会
・祇園祭設え展示（まちセン共催）
・室町交流ひろば（蛸薬師～錦間）
子供遊び（体振有志）
、救命講習（自
主防災・逓信病院併催）、屈折はし
ご車の救助訓練・地震体験（明倫消
防分団・中京消防署共催）
、
・町家華道展（池坊学園併催）
など、様々なイベントを展開しました。
また、建築士会によるイベントも芸術
センターで、町家の改修など 京町家な
ん でも相
談室 や
おもしろ
建築塾
京町家と
景観 に関
す る座談
会 なども
同 時開催
され、芸術
セ ンター
は 大変な
賑 わいで

｢

｣

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
－１－
info@meirin-news.com

、
｣

｣

した。
特 に祇
園 祭設え
展 示では
各 店や家
の 提灯の
飾 り方の
違 いや祇
園 祭売り
出 しの様
子 などこ
の 地域と
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～あるくら・まちなかを歩く日～
十 一月
十 七日・
十 八日に
京 都市の
歩いて
暮 せるま
ち づ く
り 通称
あ る く
ら ）の一
環 として
明 倫文化
祭 が多彩
な行事を繰り広げました。
２０００年に始まった あるくら も
七回目を迎え、年々行事が少なくなる他
学区に対し、当学区では、
・柳水の茶会
高倉学童いけばな展示、邦楽（大日
社中・竹中社中）演奏
・婦人会コーラス・倫の会の演奏

街の灯り（吉田邸）

放下鉾のお囃子（大広間）

明倫自治連合会会長
吉田孝次郎
平成二十年は十二支
の最初で子年︑新たな
歳神を迎えて︑今年こ
そはと思いも新たにさ
れたことと存じます︒
恵方は南南東︒
二十七ヶ町と二十一の諸団体で構
成される明倫自治連合会も恵み多き
年でありたいものです︒
昨年は三十数年ぶり？に自治会費
の各町分担金の改定により︑若干の増
収のめどは立つのですが︑算定基準の
確定にはここ数年の経過を必要と致
しましょう︒それはマンションにお住
まいの方々が︑各町内会に積極的に加
入されることを願うばかりでありま
すが・・・・︒
第一歩は現在各町内会が把握して
おられる戸数を分担金算出の基準と
して出発しました︒この点宜しくご理
解いただきたく存じます︒
次に当学区教育振興基金として積
み立てていた残額を平成十二年引き
継いだ四百三十二万四千円を確定額
としまして︑消防分団器具庫の新築︑
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大正琴の演奏（講堂）
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救命講習（室町通）

る予定です
が、行事が多
すぎて人出
が分散され
ているよう
にも思えま
す。
また、もっ
と多くの子
供やマンシ
ョンの人々
も参加でき
るイベント企画の必要性と逆にイベン
トを整理して、人出を集中するような企
画とが望まれるように思います。
記・長谷川
起震車体験（室町通）

★明倫から迷惑駐輪・路上放置をなくそう ！

路側帯を自転車が占領（三条烏丸）

迷惑駐輪・自転車の路上放置は、通学
する子供たちや高齢者、身体に障害のあ
る人をはじめとした非常に多くの人々
に迷惑と危険を及ぼしています。
迷惑駐輪や放置自転車をなくすには、
一人一人が気をつけるのは当然ですが、
地域・学区ぐるみで「迷惑駐輪をしな
い・させない」という意識を強化するこ
とも重要です。

迷惑駐輪や路上放置とともに、最近特
に目立つのが、ルールやマナーを無視し
た自転車の無謀・危険運転です。
自転車もれっきとした車両であり、
交通ルールや利用マナーを守る必要が
あります。
人に迷惑をかけず、乗り手自身も安
全・快適に自転車を利用するために、次
のことに気をつけましょう。
★道路（車道）の左側を走ろう
自転車は左側通行です。また原則とし
て車道を走らなければなりません。自転
車通行可の標示があるところなどは、歩
道上を走行することができます。
★歩行者に注意・優先しよう
歩道は歩行者優先です。歩道上を通行
できる場合でも、歩行者には十分に注意
し、横を通るときは十分に速度を落とし、

祇園祭が密接に繋がっている事を感じ
させました。
― 自転車はルール・マナーを守って安全に ―
街の灯り点灯では、吉田邸の表格子に
内部から昭和中期の祇園祭映像などを
投射した試みはなかなか幻想的で、今後
の展開が面白そうです。
明倫学区内の道路を歩いていると、各
また、寒い中、救命講習をしていただ
明倫学区から迷惑駐輪・路上放置を追
所で迷惑駐輪が目につきます。
いた逓信病院の看護師さん達には大変
放する」という目標を掲げ、各団体が一
特
に
、
烏
丸
三
条
付
近
、
烏
丸
六
角
付
近
、
お世話になりました。
致協力し、京都市などと連携して迷惑駐
京
都
芸
術
セ
ン
タ
ー
前
（
室
町
蛸
薬
師
下
ル
）
地震体
輪・路上放置の防止活動を行う必要があ
の三か所は、通行する人、通学する子供
験では起
るのではないでしょうか。
たちが多い上に自動車の通行も多く、大
振車に大
また、京都市に対し、放置自転車の撤
変危険です。
勢の人々
去や、駐輪場の設置要請を積極的に行っ
が体験し
ていく必要もあります。
ていただ
区民が一致協力して明倫から迷惑駐
きました。
輪・路上放置をなくしましょう！
来年度
◆
も同じ時
期に文化
■自転車は車両です！
祭として
（写真）
開催され
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駐輪禁止標示しても（芸術センター前）

安全に通過しましょう。
★夜間はライトをつけて走ろう
暗くなると自転車は、車やほかの自転
車から見えにくくなります。必ずライト
をつけて走りましょう。
★一時停止を守ろう
見通しの悪いところや広い道路に出
るとき、一時停止の標識がある所では、
必ず止まって安全を確かめましょう。
★ルールを守って安全に乗ろう
両手を離したり、２人乗りをするなど
危険なことはやめましょう。また、雨の
日にカサをさして自転車に乗るとハン
ドルを自由に使えず危険です。

■路上放置自転車に関する通報・相
談

京都市が管理している道路上の長
期放置自転車の撤去業務については、
放置車両対策課西院分室が一元的に
行っています。
道路上の長期放置自転車に関する通
報や相談については、左記まで御連絡
ください。
放置車両対策課 西院分室
電 話 （８７１）１４００
ＦＡＸ （８７１）１４５４
なお、京都市自転車等放置防止条例
に基づく即時撤去地域（烏丸通以東）
での放置自転車については、左の放置
車両対策課へ御連絡ください。
建設局土木管理部 放置車両対策課
電 話 （２２２）３５６５
ＦＡＸ （２１３）００１７

記・まちづくり委員会 河野
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明倫学区は祇園
祭 と 京町 家 で知 ら
れています。しかし
そ れ だけ で はあ り
ません。この地域が
伝え続けてきた「明
倫の遺伝子ＤＮＡ」
を シ リー ズ でお 伝
え し て行 こ うと 企
画しました。

と最初にお願いをしておきます。結構
守ってくれています。
今、一番多いのがタバコの吸殻です。
一つ落ちていると、それを好いことに
次々に捨てられて、みるみるうちに拡
がります。烏丸六角のコンビニは自転
車が乱雑に置かれ、ゴミが散乱してい
ます。
小学生の通学路でもあり、是非良く
してほしいものです。烏丸通りから六
角通りに入ったとき、六角通りがゴミ
一つ無い、綺麗な通りであるのが見え
ると、気持ちが良いものですよ。
Ｑ 町内にはマンションは一つだけで
すね。〈分譲 世帯のアパマンショ
ンがある〉
Ｍ 町内のマンションの方々と浄妙山
とは、とても上手く関係が結べている
と思います。飾り席を初めとして、祇
園祭には大変な協力を戴いています。
「浄妙山友の会」にはマンションか
ら十数名の方々に入っていただき、去
年の巡行には、その内十名もの方に裃
を着てお供をしていただきました。今
年の春、
「友の会」から四名の方が保
存会に加入していただくようになり
ました。
マンションの方々とは、顔見知りが
たくさん出来て、平素からお声を掛け
合い、ご挨拶も出来ています。
骨屋町として、お地蔵さんの祠をマ
ンションの北西角に設けさせてほし
いとお願いしております。お話し合い
をもって、近いうちに結論が出ること
を祈っています。
明倫学区では町家再生保存が熱心

に進められていますが、とかく建物、
ハードの面が強調されがちです。しか
しながら、やはり町家に住んでみて、
その住まい方、いわゆるソフトの面、
心を伝えることも大変大切ではない
かと思います。
京町家での住まいを通じて、暑さ・
寒さの「四季のうつろい」を感じ、ご
町内ご近所とのおつきあいを大事に
し、門掃きなどの風習も大切に残して
いきたいものです。

聞き手・井上

明倫学区「福祉のまちづくり」
を考えるつどい

地域の福祉ニーズの発掘、住民の地域
福祉活動への理解と参加の促進、住民参

加の地域福祉活動計画策定などを目的
に社協主催（協力 中京社会福祉協議
会）による まちづくりを考えるつどい
が 月 日（土）に開催されました。
吉田会長の「マンション住民との連携
を如何にするかがテーマ」であるという
挨拶に始まり、中京社会福祉協議会の山
田事務局長による社協の役割と事業の
説明、寺江会長による明倫社協の主な活
動が紹介されました。
その後、各団体の活動報告と問題点に
ついての質疑応答がなされました。消防
団からは人員不足と後継問題を提起。酒
井自主防災会長からは、自分の命は自分
で守るという習慣を如何につけられる
かに関連して防災グッズの紹介があり
ました。
明寿会の五藤氏からは、仲間意識を持
たせる工夫について、北川体振会長から、
老人の運動会参加の減少について、また、
井上交通安全委員会会長から、二つの行
政があり、活動しにくい事や子供に対す
る交通マナーの指導の徹底など多くの
問題が提起されました。
また、総務の井上氏より、マンション
住民の参加について、京都市から管理会
社に対し地域参加を勧めるような指導
が出来ないかという提案がありました。
ＰＴＡを通じる方法や、自治連のクラ
ブ活動への勧誘促進など、中京区で一番
人口の増えている明倫学区としてはマ
ンションにお住まいの方々との共生こ
そが最大のまちづくりであることを実
感する、意義深い集いとなりました。
出席者は約五十名でした。
記・長谷川
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松村さん（骨屋町にお住まい。京町
家友の会代表。毎夜ご町内の門掃きを
されています）をお訪ねしました。

第一回 門掃き

～明倫のＤＮＡ～

Ｑ 毎夜、門掃きされておられますが…
Ｍ 大分前のことですが、祇園祭の折、
町内のあるお宅の提灯が、夜なか中ま
で出してあったためか、誰かのいたず
らで、燃やされたことがありました。
それ以来、寝る前に町内一巡りして、
防火に気を配ってきました。折角町内
を歩くのですから、門掃きを延ばして
ご町内を掃いています。
数年前まで室町六角下がるに進学
塾があって、夜遅く子供たちが六角通
りを家へ帰っていくのですが、お菓子
やガムを食べ散らかすので、思わず注
意したりしました。最近の子供たちは
キチンと説明をして話しをすれば判
ってくれるようで、それからは段々と
ゴミを捨てなくなりました。
新しく町内に来たお店にも、
「仕事
の始まり、終わりに門掃きをしてや」
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め いり ん ち え ぶ く ろ

①

北寄りに「八幡山」が組み立てられま
す。ファミリータイプの総戸数２２戸
からなる、 こじんまり としたマンシ
ョンで、おそらく明倫ニュースで紹介
された歴代マンションの中では最も
少ない戸数ではないでしょうか。
１階、２階部分はエントランスおよ
び駐車・駐輪等の共有スペースに割り
あてられており、３階から１０階まで
が居住空間となっております。
ワンフロアあたりの戸数は３戸（最
上階は１戸）で、南北の通路を挟んで
西側に１戸、東側に２戸の配置となっ
ております。
全戸が角部屋という恵まれた構成
により、全ての居住部屋に窓がある、
使いやすさ・快適さを充実させた永住
志向の間取りに仕上がっております。
◆管理組合の実情
今年（平成 年）で十周年を迎え
る理事会は、理事長１名、副理事長１
名、理事２名、監事１名の計５名から
構成されております。２ヶ月に１度理
事会を、そして年に１度総会を開催し
ております。
◆児童数と子どもの行事
児童数は３名。マンションでの行事
はありません。
◆町内会との関わり
管理組合として三条町内会に入ら
せていただいております。管理組合か
ら町内会担当理事を選出することは
ありませんが、町内会の皆様からは分
け隔てない行事へのお誘いを頂いて
おります。行事への参加は個人の自主
性に委ねているのが現状です。
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明倫智恵袋
ま ん ま く

第十二回
名称 グランゼロ新町
所在地 新町通三条下ル
三条町３４８
入居開始 平成 年（１
９９８年）６月
構造 鉄骨鉄筋コンクリ
ート造 （一部鉄筋コン
クリート造）地上十階建
て
戸数 ２ＬＤＫ Ｓ～３ＬＤＫの４タイ
プ、計 戸
管理人の駐在はなく、管理会社に委託。

マンションのエントランス

幔幕
各家の家紋を白地に黒で染
め上げた幕で、かつては五郎
丸という富山は福光地方で産
する麻地のものであった。
表横へ一杯に渡した幕掛け
にこれを掛ける日は、正月元
旦と当地区にあっては祇園祭
の宵山と祭り当日、いわゆる
ハレの日を祝意に満ちたもの
として誇らしげに見せるも
の、それが幔幕であった。
古くは各家の『印暖簾（し
るしのれん）
』であろうが、こ
の幕を各家がかかげていた頃
の街並みは格調高いものであ
った。
明倫学区が地区計画を実現
させるにあたり、住民の連帯
と地区の格調を示すのにふさ
わしいものの一つがこの幔幕
と言えよう。
庶民が家紋を使用するよう
になったのは明治以降新しい
時代を迎えてのことであった
印染屋（しるしそめや）と
いう職種があるほど『幔幕』
は各家で必要としたものであ
る。
Ｋ記

10

+

◆マンションの特徴
都心にこそ必要なゆとりとやすら
ぎをテーマに、採光抜群の全室角部屋
と全戸に確保された駐車場が自慢で
す。
新町通と六角通の交差点をほんの
少し上がったところに位置しており、
祇園祭の際には「グランゼロ新町」の

２２

平成十九年
明倫８大ニュース

●新たなご町内の自治連分担金を
開始、より適切な負担に一歩近
づく
●消防団器具庫の改築が完成、収
容能力が強化され使いやすく。
●五年連続で無火災記録を更新。
●明倫まちづくりの冊子（地区計
画の目標と方針）が完成、各戸
に配布
●自治会館を改装（収納棚設置、
カーテン新調など）。
●安心・安全のまちづくりを進め
るため、防災グッズを購入。
●明倫卓球倶楽部優勝。
●ペ トロフピ アノの修復 協力金
が、ほぼ目標を達成。

◆祇園祭との関わり
管理組合として祭りに参加するこ
とはございません。個人的に「八幡山」
の山建て、山飾り、ちまきづくり、山
鉾巡行等に参加される方もおられま
す。１月１日は、八幡山会所で、新年
互例会がおこなわれます。
◆明倫自治連合会との関わり
理事会での関わりはございません
が、個人レベルで精力的に協力されて
いる方もおられます。明倫消防分団で
初めての女性分団員が居住しておら
れ、心強い限りです。
記・管理組合理事長 平岡 貴雄
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第十七回 小結棚町
室町通

四条通

｢

｣

｣

｢

小結棚町︑町内では︑
また正式には こゆいだ
なちょう と読みます︒﹁こむすびだ
な﹂は今の漢字読みをしてしまった弊
害と言えます︒
こゆい とは侍烏帽子を着用する
時︑髷のもとどりと烏帽子とを結び付
ける元結に相当する組紐を言い︑これ
を扱う店が多くあった為︑町名となっ
たものと思われます︒
また︑応仁の乱︵一四七七︶前に既
に鉾を創建していたのに何故﹁放下鉾
町﹂でないのかとも聞かれますが︑戦
終息の後︑町小路︵新町通︶が逸早く
再興発展した時︑伝統を愛し敢えて古
雅な名称を用いたようです︒
明治時代まで︑この町内の住民とな
る 為 には︑
転入者は
寺請 等の
保 証 人証文
を 町 年寄り
に 出 し︑許
可 を 得て居
住 で きた事
を 古 文書よ
り 知 る事が
出来ます︒
そ して町
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まち ふ

れ
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乳ガンからあなた自身を
内町衆は会所にて 町触れ の確認や︑
謡・俳句会︑食事会等々多彩な行事を
守
るために
行っていた記録文書︵俳句の作品等
京都逓信病院外科
も︶が鉾関係資料ともども数多く残っ
安藤善郎
ています︒
日本では、乳がんにかかる女性が年々増加し
これは天明の大火︵一七八八︶にも︑
ていて、女性のがんの第一位になっています。
禁門の変︵一八六四︶にも︑土蔵が全
乳がんになりやすい年齢を見ると、三十歳代後
焼する事無く残ったからで︑今は京都
半から四十歳代後半にピークがあり、七十歳を
歴史資料館に﹁小結棚町文書﹂として
過ぎてもそれほど減りません。
従って四十歳を過ぎたら、自覚症状がない女
預けております︒また︑鉾の懸想品の
性でも、二年に一回は乳がん検診を受ける事が
古織物は国立博物館等に寄託してい
推奨されています。
ます︒
現在の土蔵は︑嘉永二年︵一八四九︶ 乳がん発症のリスクが高い女性
に建替えられ︑母屋の会所︵一八六七
年造営︶ともども市登録文化財に指定
されており︑七月祭事には鉾と同じく
人気スポットであります︒
祇園祭の祭事は保存会として伝統
と仕来たりを守り続け︑一時的な創作︑
パフォーマンスの名の下の我流は快
しとしません︒
しかし運営は︑大正時代既に財団法
人とし︑提灯の電灯も一番早く取り付
け︑稚児人形も舞が出来る三つ折れ人
形とする等︑新取の気概の強い町内で
もあり︑この伝統も大切にしたいもの
です︒
町内行事は︑町内会登録の三十数軒
による春の八坂神社お千度︑夏の地蔵
盆︵子供の居ない今︑お地蔵様を円山
安養寺に預け︑大人だけでの供養で
す︶秋の物故者慰霊祭︑そして新年会
を続けています︒
我々の祖父︑父世代の昭和四年迄︑
鉾まとに
生き稚児を出していた町内の
まり
纏りある気風は今後とも維持してい
きたいものです︒
小結棚町 川北 昭

①三十歳以上の未婚の人
②出産経験が無い人、高齢初産
③初経が早い人
④肥満の人
⑤乳腺症になったことがある人
⑥乳がんになったことがある人
⑦血縁者に乳がんになった人がいる
気になる項目がある方は、四十歳未満でも、
二年に一回は乳がん検診を受けることをお勧め
します。
自覚症状 乳房のしこり、乳頭からの分泌物、
乳房の痛み
乳がんは自分で発見できる数少ないがんの一
つです。月に一度は自己検診を行ってください。
自己検診で以前とは異なる乳房の変化を感じ
た人は、早めの受診が大切です。
乳がん検診では、マンモグラフィと乳房視触診
の結果に基づいて、医師が乳がんの疑いがある
と判断した場合には医療機関に紹介されます。
医療機関では診断のためには視診、触診、マ
ンモグラフィ、乳房超音波検査、必要に応じて
ＣＴ、ＭＲＩ及び診断確定の為には細胞診、組
織診検査が行われます。
症状がない場合や、検診で異常がないといわ
れた場合でも、定期的に自己検診を行い、必要
に応じて診察を受けることをお勧めします。
自分の乳房に大いなる関心と責任を持つ事こそ
が、乳がんから貴女を守るために必要な事です。

マンモグラフィについて
放射線技師 秋山 絢

マンモグラフィとは乳房専用のエックス
線撮影のことです。手で触っても分かりにく
い細かな石灰化や、しこりの辺縁、リンパ節
の腫れの程度も写真に映し出されるのです。
撮影方法は、乳房を片方ずつ挟んで圧迫し、
できるだけ薄く平らにします。
機械は左右に傾けることができ、上下と左
右斜めの２方向から１枚ずつ、計４枚の写真
を撮影します。その際、乳房を１２ｋｇ前後
の圧力で挟み、乳房を薄くすることで鮮明な
良い画像になります

乳房超音波検査とは？
超音波検査室 向井里友子

超音波を送受信する探触子（大きさは５Ｘ
１センチほど）を直接乳房に当てて検査をし
ます。両側の乳房とわきの下にくまなく探触
子を動かし、乳腺の状態、乳腺内に腫瘤がな
いか、乳管拡張がないか、わきの下のリンパ
節がはれていないかなどをリアルタイムに
調べます。
検査時間は十分ほどです。軽く探触子を乳
房に当てるだけなので検査に痛みを伴うこ
とはありません。

マンモグラフィとエコー検査

乳腺外来予約 ２４１・７１５４

受診される方の状態や、それぞれの検査の
特徴を活かして方法を選択、または組合わせ
て行います。マンモグラフィを視触診と併せ
て行った乳がん検診は、視触診だけの検診や、
超音波検査のみの検診に比べて、２～３倍の
乳がんの発見が可能になります。
また、視触診だけの検診では乳がん死亡率
は減らすことができないため、マンモグラフ
ィや超音波検査を併せて検査されることが、
乳がんを減らす一番の近道だと言えます。
京都逓信病院では乳腺外来を月曜午後開いて
います。予約して受診いただきますと、乳腺の
視触診、マンモグラフィ、超音波検査を効率よ
く受けていただくことが出来ます。
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１９

１２

ＤＥＫＩＧＯＴＯ
★区民体育祭
月

日
7

毎年恒例の
区民 運動会が
青空の下、芸術
セン ター校庭
で盛 大に行わ
れました。
自主防災会
で揃 えたテン
トが ２張り増
え、いつもなら
日差 しが強か

10

★ペトロフ・ピアノ演奏会

第

月 日
明倫文化祭のトリとして、第一回より
出演していただいている植村照さんに
サロンの温もり と題したピアノコン
サートを開いていただきました。
中村画伯の
ピアノ を思
わせる和風柄
の衣裳で、プ
ーランク、シ
ャミナード、
ルービンシュ
タイン、リス
ト、ドビュッ
シー、チャイ
コフスキー、ラフマニノフという大変意
欲的なプログラムを演奏していただき
ました。
ただ、残念なことに後半ピアノにアク
シデントが起こり、ペトロフの美しい音
色が損なわれたことはこのピアノの修
復が急がれる事を物語る結果となりま
した。
三月にもう一度だけ演奏会を開いて、
修復に入り、十一月の文化祭でお披露目
の予定です。

18

｢

｣

回 ペトロフ・ピアノ演奏会

記・長谷川

｣

っ た 北側の
応 援 席も随
分 楽 に応援
が で きるよ
う に なりま
した。
消防分団
が 酒 井自主
防 災 委員長
の 査 閲を受
け、日々の訓
練 を 披露す
る場面もありました。競技参加者が増え
て景品の数が９００個を超え、スタッフ
は、嬉しい悲鳴をあげていました。
記・北川

11

期日 ３月 日（日）
時間 午後６時～（開演６時３０分）
詩とピアノ演奏
申込・明倫ペトロフの会（担当 小島）
ＦＡＸ（２３１）０７２７

16

｣

５０

｢

１１

１０

３０

グラウンド・ゴルフ
競技会に出場

成果が発揮でき、ホールインワンも２ホ
ールあり、団体戦で個人賞は無いのです
が参加者１５０名のうち第５位の成績
でした。
反省として、各競技会場のコースに馴
染んで成績を向上させるために、来年か
らは毎回続けて出場する必要を強く感
じました。
◆
明倫体振のグラウンド・ゴルフ同好会
は、平成 年 月に発足。私は平成
年６月に参加、現在会員は 名です。
毎週水曜日の午後７時から京都芸術
センターのグラウンドで練習していま
す。不定期ですが日曜日の午後７時、月
曜日の午後２時 分にメンバーが揃え
ば行います。
道具（クラブ、ボール）は完備してお
りますので、時間が合えばお気軽に身体
一つで参加してください。
体力・運動能力による差はほとんど無
く、高度な技術も必要としません。スタ
ートマットとホールポストの位置・距離
はその時の気分で、場所に合わせたコー
ス設定、起伏や傷害物など、変化があれ
ば興味が倍加して楽しめます。
全力を出したり、集中力や調整力を発
揮する場面が組み合わされおり、意外性
のあるスポーツで、打って歩いて時には
走り、心地よい疲労感が得られます。
お問合せは、左記まで
山田忠男（百足屋町）
℡（２２１）６４２９
清水 優（烏帽子屋町）
℡（２１１）１０１１
記・鯉山町 赤井

15

19

１９

「ガシャッ」と雑な
音のあとに「チーン」
という爽やかな音が
してポールポストに
ホールイン（
｢ トマリ という）した打数
を「セルフジャッジ」で競うグラウン
ド・ゴルフ。
第 回 市
民スポーツフ
ェスティバル
（主催／ 京都
市体育振 興会
連合会、 京都
市）が、平成
年
月 ３日
（祝）西京極
運動公園補助
競技場で行なわれ、明倫体振からは初め
て４名１チームが参加しました。
ボールが１／５ほど埋まる芝生のコ
ースで、距離も最大 ｍと慣れないコ
ースで苦戦しましたが、爽やかな晴天の
もと気持ち良くプレーができました。
◆
また、第６回中京区民グラウンド・ゴ
ルフ大会（主催／中京体育振振興会連合
会、中京区役所）が、平成 年 月９
日（日）中京中学校グラウンドで行なわ
れ、明倫体振からは、これも初めて４名
１チームが参加しました。
グラウンド状態が荒れて非常に悪く、
こまかな起伏があちこちにありました
が、距離も最大 ｍでいつもの練習の
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１１

３０

いきいきサロン・クリスマス会

年恒例の年末特別警戒中の 日は「防
火見回りたすきリレー」を自主防災会の

２５

３０

日

)
(

記・長谷川

★防火見回り・たすきリレー

るご理解と助成金を頂きありがとうご
ざいました。おかげさまで年末特別警戒
中の火災発生もなく、出動要請もありま
せんでした。
現在、明倫分団員は男女合わせて
名ですが「居住している地域を自分たち
で守ることに役立ちたい。
」という強い
意志をお持ちの方は、男女を問わず気軽
に入団をお願いいたします。
記・鯉山町 赤井又三郎

★百足屋町にＡＥＤ設置

昨年十月十五日、百足屋町在住の株
式会社くろちく社長黒竹節人氏より町
内へ防災器材と防災器具庫が寄贈され
ました。
設置場所は町内に新築された、くろ
ちくリアルセンター正面北側にあり、
器具庫にはＡＥＤ（自動体外式除細動
器）はじめ発電機、投光器、移動式救
助工具セット等が収納されています。

備え付けられたＡＥＤ

時間いつでも町内及び学区民の
皆さんに使って頂けます。
明倫自主防災会 酒井英一

24

２６

方六名と消防分団員十名が、二班に分か
れて巡回広報しました。
路地奥の避難箇所や避難時の問題箇
所などを確認し合いながら巡回できた
のが有意義でした。
明倫消防分団では、 月 日から
日までの毎日、午後７時 分に集合し
て団員相互の情報を交換し合い、午後８
時 分頃から二班に分かれて北地区、
南地区を約 分巡回・広報活動を行い、
明倫学区内の火災予防に務めています。
時折り「ご苦労さま。」と声をかけて
くださると励みになり、午後 時頃ま
で詰所で待機しております。
◆
中京区内では昨年度より火災件数が
増加しております、暖房器具の取り扱い
に注意していただき、お休み前には火の
元点検をお願いいたします。
各町内会からの年末特別警戒に対す

１２

月
8

月 日土
今年の社会福祉協議会主催のクリス
マス会は、恒例の
オー ケストラに
変え 明倫学区在
住のピアニス
ト・柴田彩子さん
の優 しいファン
タジックなピアノソロが和やかな雰囲
気を醸す中、美味しいお弁当、歌、体操、
ケーキ、くじ
引きとクリ
スマスの一
日を楽しま
せていただ
きました。
参加者約
六十名は顔
なじみのお
年寄りが多
く、今後は新
しくマンシ
ョンにお住まいの方々や若い世代、子供
達の参加による、ますます楽しく盛大な
会になるよう、呼びかけの方法に工夫が
必要と感じました。
12

消防分団報告
「ご町内の皆さん、こちらは明倫自主
防災会並びに明倫消防分団です。ただい
ま防火の見回りを行なっています。火の
用～心。チョン、チョンチョン」と、毎

４０

★餅つき大会

★

３０

12

2

体振恒例のもちつき大会が元明倫幼
稚 園で
開 催さ
れ まし
た。
自 主
防 災の
お 釜を
使い、
消
防団、
交
通安全、
少 年補
導、婦人
会等、
各
団体が協力して盛大に行われました。
３００名の参加により
のもち米
があっという間になくなり、おたべ様提
供のあんこによるぜんざいや、きな粉も
ちなど大勢の参加者が、つきたてのおも
ちをおいしく頂くことが出来ました。
記・北川
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〜 お知らせ 〜
◆ボウリング大会
三月十六日（日曜日）ボウリング大会
を行います。誰でも参加できますので、
二月の回覧板にてお知らせします。
明倫体育振興会

リ

ア

（関連企画）
●ギャラリートーク
出品作家による作品解説ツアー
月 日土
時～
ギャラリー南に集合ください。
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レコード倶楽部 その２

日時 １月

日（土）

時～

「明倫レコード倶楽部」番外編では
盤で貴重な音源をご紹介します。
カラヤンの指揮によるメンデルスゾ
ーン「フィンガルの洞窟」や、グリュ
ミオーによるサラサーテ「ツィゴイネ
ルワイゼン」など、壮大に、軽やかに、
時には哀愁に満ちて、紡ぎだされるメ
ロディーをお楽しみください。

明倫

☆明倫レコード倶楽部《番外編》

2

名（先着順）
料金 無料
申込方法 催し名・住所・氏名・電話
番号を明記のうえ、電話・ＦＡＸ・
いずれかの方法で、京都芸術
センターまで事前にお申し込みくだ
さい。

定員

会場 ミーティングルーム２
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４０

☆ＣＲＩＡ展

26

☆公募 京都芸術センター２００８

２７

建畠晢氏（国立国際美術館長）を審
査員に迎え、１０７件の応募の中から
選ばれた入選プランを展示します。
会期
月 日（金）～ 日（火）
時～ 時 ※会期中無休
出品作家 大﨑のぶゆき（ギャラリー
南）、宮永愛子（ギャラリ
ー北）
会場 ギャラリー北・南
入場料 無料
20
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◆芸術センタースケジュール

<お問合せ・お申込先>
明倫まちづくり委員会
井上（三条町）
TEL 255-7926 FAX 255-7936
小島（百足屋町）
TEL 221-3340 FAX 231-0727
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☆明倫茶会
２月 日（土）
大樋年雄（陶芸家）
抹茶
和室「明倫」
千円

「茶会 温新知故 物語」
日時
席主
内容
会場
料金

申込方法 往復ハガキに催し名・希望
時間・氏名・住所・電話番号を明記
の上、２月 日【必着】で京都芸術
センターまでお申し込み下さい。１
名様につきハガキ１枚、同席希望は
その旨お書添え下さい。応募多数の
場合は抽選。

長谷川

新しいシリ ーズ 「むこう三軒両
隣」と「明倫知恵袋」をスタ ートさ
せました。今まで知らずにいた事
やご近所との交流の話題になれば
と思っています。

赤井

京都市や中京区の体育振興会に
は、いろん な種目の競技大会があ
ることを知りました。もっともっと
広報して積極的に参加してはいか
がでしょうか。

編集後記

京都芸術センター
住所 〒６０４―８１５６
京都市中京区室町通蛸薬師下ル
山伏山町５４６―２
電 話 ０７５・２１３・１０００
ＦＡＸ ０７５・２１３・１００４
Ｅメール
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素敵な木製の覆いを付けませんか？

)
(

エアコンの室外機に
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絵画、彫刻、工芸の作家 名による
展覧会
日時 １月８日（火）～ 日（日）
時～ 時
※会期中無休
出品作家 井川健、石塚源太、宇都木
裕子、岡山愛美、金田千加
子、クニト、佐伯健剛、坂
根巧、須山昇 華、田中清
貴、辰己忠良、田村由佳、
野田睦美、万代里加
会場 ギャラリー北・南、大広間
入場料 無料
20
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★西楼門の修復祝い提灯行列

明倫らしい
風格のある美しいまちなみを創ろう！

十一月三十日、祇園さん（八坂神社）
石 段 上 に ある 西
楼門が約百年ぶ
りに修理され、綺
麗な朱色が甦り、
竣 功 奉 告 祭と 通
初 め 式 が 行わ れ
ました。
午後五時からは、総勢五百人規模の提
灯行列が四条花見小路界隈を練り歩き、
明倫学区からも吉田自治連会長始め、十
数人が提灯行列に参加して風情を楽し
みました。
皆様のご寄付に感謝いたします。
祭事委員会 大田龍二
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