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「自治会活動考えよう」
自治連合会が自治会長に参考文書送付

佐保まつり実行委新体制つくり
佐保地区自治連合会は、新型
コロナ感染拡大の中でも活動を
模索し、９月中にも自治会長研
修会を開き、自治会の役割や課
題を考えていく予定でしたが、
現状では開催困難と判断し、代
わりに自治会活動の関係文書を
各自治会長に送付し、検討を進
めることにしました。
自治会会計報告について市の
監査が厳格化、きめ細かな対応
を求められていますが、この点
についても再考察をお願いしま
した。
一方、佐保地域自治協議会は、
２年続き中止となった「佐保ま
つり」の再開に向けて、新体制
作りに着手し、新年からは新陣
容での活動を目指しています。
（２面に自治会活動関係資料）

地域づくり一括交付金
佐保３団体が分配合意
市の令和３年度地域づくり一
括交付金について、７月７日に
佐保地区の自治協議会、自治連
合会、自主防災防犯協議会の代
表８名が分配会議を開き、事業
計画書・会計報告などに基づき
協議、交付予定額通りに分配す
ることで合意しました。

佐保自主防災訓練・
防犯パトロール中止

佐保まつり実行委員会
（組織イメージ）
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活動を報告、自治協事務局が協力

４日に発出され、奈良市防災訓
練が中止されたことに伴い、中
止となりました。
また、８月２９日に予定して
９月５日に予定していた令和
３年度佐保地区自主防災訓練は、 いた「特殊詐欺警戒」の佐保地
新型コロナ感染拡大により奈良 区防犯パトロールも中止となり
市夏季集中特別警戒警報が８月 ました。

吉城川の浸水軽減へ
バイパス築造工事
佐保自治連合会役員視察

奈良女子大学北側道路の天平
橋と川久保町の捻声寺の間で吉
城川のバイパス築造工事が行わ
れています。大雨時の浸水被害
軽減のためで、 直径1.5メート
ルのトンネルが吉城川（暗渠）
の水を既存の下流下水管へ晴天
時にポンプで排水、または佐保
川に流す仕組みです。
８月２５日に佐保地区自治連
合会役員５名が現場を視察、淺
沼組の現場責任者・岡本所長に
工事概要の説明を聞きました。
奈良教育大学吉城宿舎付近か
ら地下７メートルに推進機を入
れ、掘り進みながら天平橋まで
トンネルが布設されます。来春
には工事終了とのことです。
（写真は工事現場を視察する佐
保自治連合会役員）

佐保ふれあい会館
奈良市が耐震診断

佐保地域ふれあい会館南館の
耐震診断作業が８月２日、奈良
市建設部などにより行われまし
た。同館は神戸淡路大震災前の
建築で、強度診断のため壁・柱
のコンクリートを６か所で２０
センチくりぬき、またレーザー
光線で鉄筋の状態も調べられま
した。なら建築住宅センター耐
震診断委員会が１０月に開かれ
診断結果が出されます。

自治会活動の目的
奈良市自治連合会
「自治会活動の手引き」抜粋
少子高齢 化と人口減少の同時進
行や社会・経済状況の著しい変化に
伴って人々の価値観や生活様式がま
すます多様化しているなかで、人間
関係、地域の連帯感、住民相 互の扶
助精神やふれあいの希薄化が憂慮さ
れています。私たちが暮らしている
地域社会には、様々な職業の人、色々
な考え方の人、高齢者 や若い人など
が生活していますが、個人の生活を
尊重し、他人の生活には干渉しない
という生活様式が今日では一般化し
ています。
このような世相のなか、一定の地
域内に住む人々の自由な意思によっ
て結成された 団体である自治会の役
割が見直されてきています。
それは平成７年の阪神・淡路大震
災や平成23年の東日本大震災のとき
に、自治会組織のしっかりしていた
地域とそうでない地域との間で、震
災時の対応やその後の復興の状態に
大きな相違が見られたからです。
つまり、地域の人々の連帯が被災
時に重要な働きをしたことがわかっ
たのです。
自治会が他のスポーツや趣味の会
などの団体と異なるのは、災害時を
はじめ日常生 活の中での様々な問題
（環境、福祉、交通安全、地域安全、
防災など）を、住民相互 が協力、連
携し、自分たちのまちを良くしてい
こうとする意思を持っている点です。
特に高齢化が進み、ひとり暮らしの
お年寄りが増えている中ではお互い
の手助けが 必要となりますし、それ
はもう誰もが抱える問題です。
また、共働きの家庭も増えている
中で、子どものことや火災など万一
のとき、真っ先に手助けをしてくれ
るのは近所の人たちです。家族の誰
かが病気になったとき、家 族に不幸
があったとき、台風や地震などで被
害を受けたときなど、
「いざ」という
と きに近所の人たちと助け合えるの
は、きっと心強いことでしょう。
自治会とは、こうした人々の気持
ちを盛り上げて、安全・安心の住み
よい地域を築 いていくために大切な
役割を持ち、地域の住民の生活を支
えあう住民自治の要であり、その地
域を担う主要構成団体です。

自治会活動の主な機能
⑴ 防災防犯機能（防災、防火、防犯、交通安全等）
地震や豪雨など、
災害はいつ、
どこで起こるか分かりません。火災や犯罪、
事故など、自分だけでなくみんなが助け合い共同で生命や財産を 守っ
ていかなければならないことが多くあります。また、登下校の子どもた
ちの見守り活動など、住んでいて安全なまちは、一人ひとりが協力して
つくっていかなければなりません。
⑵ 行政との協働機能（各種行政情報の伝達・連絡や行事参加、募金等）
自治会は、市民生活に役立つ情報資料の配布や回覧板を利用して住民に
知らせるという役割も担っています。また、奈良市全体としての様々な
取り組みへの参加や取りまとめも行っています。
⑶ 環境整備機能（街路灯、道路、水路、ごみ、集会施設管理、一斉清掃等）
美しいまち 、気持ちの良いまちをつくるためには、衛生面からの整備や
施設面からの整備など自治会区域の環境を整えていくことも大切です。
⑷ 目的実現機能（行政への陳情、要望等）
地域の問題を地域住民の力で解決することは自治会の大きな役割です
が、地域 住民だけでは解決しない問題も多くあります。そのような場
合、問題解決に向けての陳情や要望を行政に対して行うことも自治会
の大切な役割です。
⑸ 自治会内の統合・対外的代表機能（住民の意見・利害調整）
近隣住民同士の問題には、行政に頼めないことも多くあります。
そのような場合には、住民が持っているそれぞれの要望や意見を吸収
し、それ について話し合い利害を調整し、地域全体の共通課題として
高め、解決していくことも必要です。
⑹ 親睦機能（住民相互の連絡、スポーツ、レクリエーション等）
任意の住民の集まりである自治会にとっては、会員相互のコミュニケー
ション の充実が必要かつ重要になります。そのための活動は、できる
だけ多くの人たち が参加できるように工夫し計画したいものです。
⑺ 相互扶助（慶弔の際の手助け、資源回収等）
万一のとき、すぐにお世話になるのが近所の人です。地域で暮らすた
め には、お互いが協力し合わなければならないことが多くあります
⑻ 伝統保持（地域文化財の保持、伝統的行事の開催・伝承等）
昔からの伝統行事が残っている地域があります。また、新興住宅地等
では、子 どもたちのために新しく自分たちの手作りの文化をつくるこ
ともできます。伝統を守り、新しい文化を育てることで、そこで育っ
た人々に郷土の誇りが生まれ
⑼ 生涯学習(特技を生かした活動等）
自分の経験をどこかで活かしたいという人が多くいます。そのような
会員の特技を活かしたいろいろな活動があると、さらに、自治会の 文
化性が高まり、豊かな人間関係も生まれ、自己実現につながります。

佐保地区自治活動抄録
▽７月／７日＝令和３年度地域づく
り一括交付金分配会議で３団体へ
の分配合意▽８日＝佐保小学校運
動場の草刈りで槇校長、自治連合
会の岡崎、高松副会長、櫻井PTA
会長が協議、９月２８日・３０日・
１０月２日の実施を決める▽２１日
＝佐保地区事務局会議▽２４日＝

佐保ふれあい朝市テントなど準備
▽２５日＝朝市開催▽２７日＝佐保
地区自治連合会役員会▽８月／２
日＝奈良市による佐保ふれあい会
館耐震診断▽１４日＝佐保地区事
務局会議▽２５日＝佐保地区自治
連合会役員が吉城川防災工事現場
視察▽９月／１４日＝佐保地区事
務局会議▽１６日＝佐保地区自治連
合会役員会

❹

第６ブロック ９９４世帯
法蓮南１丁目東町
法蓮仲町
法蓮南１丁目
法蓮南２丁目
法蓮北町
地縁団体奈保町
法蓮北１丁目
法蓮北２丁目
呉竹町 黒髪山
ルビエ法蓮

価を得ています。苦境に耐え地
域の施設を守っていきたい」と
収束の日を待ち望んでいます。
北側に佇むのが徳川家ゆかり
の門跡尼寺・興福院。歴代将軍
の霊屋は市指定文化財です。
東側の坂道を上ると、広大な
奈良ドリームランド跡地が現れ
ます。昭和３６年に開業した関

満開の桜に包まれる佐保川

法蓮会所と町並み

花やぐ春、堤は幕末の川路聖
謨奈良奉行によって植樹された
桜並木が咲き誇り、多くの花見
客が詰めかけます。川路桜が有
名で、近隣住民により昭和３０
年代に発足した「桜守り」の佐
保川・川路桜保存会（南信久代
表世話人）が約１７０本を見守
り、例年３月末から４月初めま
で桜まつりを行っています。
佐保川に架かる橋には端午の
節句の頃、地元グループ「なべ
かつ」の呼びかけで鯉のぼりが
風に泳ぎます。５月には地域住
民１２００人が佐保川堤の雑草
刈り奉仕を行っています。
下長慶橋北側に枝垂れ桜の大
木が目を引く一角が大仏鉄道記
念公園です。加茂から奈良を結
んだ大仏鉄道は明治３１年、関
西鉄道が開設しましたが、木津
経由開通によりわずか９年で廃
線となりました。

「 法 蓮 造 」残る町並み
風に泳ぐ鯉のぼり

千鳥鳴く佐保の河門の清き瀬を
馬うち渡し何時か通はむ

佐保川堤の万葉歌碑

万葉集にも詠まれた佐保川が
西へ流れる佐保山麓の法蓮地区
東部が第６、第７ブロックです。
佐保川堤には万葉歌碑がいくつ
もあり、その中に大伴家持の歌
も記されています。

万葉の佐保川の恵み

地域が支える桜並木

イトーピア奈良パークサイド
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桜に覆われた鉄道記念公園。
ここから大仏殿に向かった

苦境に耐えるホテル
一条通りに面した県立奈良高
校跡に今年５０周年を迎えたホ
テル・リガーレ春日野がありま
す。佐保自治組織の総会や新年
会の開催場所ですが、新型コロ
ナにより営業縮小が続いていま
す。生嶋富蔵支配人は「感染防
止措置は県の審査で最上級の評

西屈指の遊園地でしたが、大阪
にＵＳＪが開園されて以来客足
が減り、平成１６年に閉園。現
在大阪の会社が所有しています
が、跡地利用は見えません。

豊かな自然に囲まれ
聖武天皇、光明皇后の佐保山
御陵を南へ行くと、旧法蓮村の
一帯。 格式高い法蓮会所とと
もに農家と町家が融合した「法
蓮造」の町並みが残っています。
さらに南には佐保川に長慶橋が
架かっています。幕末から昭和
まで生きた傑物・吉村長慶が寄
進した橋で、当時は下長慶橋と
ともに法蓮に通じる橋でした。
法蓮という地名は、奈良町風
土記によれば、この近くにあっ
た興福寺の別院・法蓮寺に由来
し、法蓮法師が住んでいたとい
う言い伝えがあります。
ここは豊かな自然に囲まれ、
多くの学校、鴻池運動公園があ
る文化とスポーツの拠点です。

佐保川・川路桜保存会

南

信久代表世話人

川路聖謨の思いを引き継ぐ今昔
佐保川・川路桜保存会の代表
世話人を務めさせていただいて
おります南信久です。佐保川の
桜は、江戸末期奈良奉行川路聖
謨が町民に命じ植樹した事が起
源です。ＪＲ鉄橋東側に現存す
る桜（ソメイヨシノ）があります。
昭和３０年代、荒廃した佐保
川に地域の先輩が植樹し現在に
至っています。今は、８種類の
桜が、２月中旬～４月末の間、
花咲きます。川路桜とは、柿本
元奈良県知事が命名された古木
桜の固有名詞です。通常ソメイ
ヨシノは、寿命５０年程度とい
いますが、川路桜は、樹木医の
見解で樹齢１７０年超のソメイ

来場者と出展者が楽しく対話

佐保地域自治協議会主催の
地域事業「第２回佐保ふれあい
朝市」が令和３年７月２５日（日
曜）に佐保ふれあい会館広場で
開催されました。前回と同様、
コロナ感染防止のため、お知ら
せは範囲を限定して行いました。
自治 協 議 会 役 員、 北 部 婦 人

高天市恵比須神社で夏祭り

◇
◆
◇
疫病退散願い玉串奉納
高天交差点から西北にある高
天市恵比須神社で７月５日に夏
祭りが行われました(写真)。市
場の守護神「市神」として祀ら

ヨシノです。幹の上に何重にも
重なり成長、現在に至っている
まれな桜との事です。色々調査
しましたが、日本一長寿のソメ
イヨシノと考えられます。私の
自慢でありシンボルです。
佐保川の桜並木は川路聖謨が
奈良の融和を目的に町民参加に
よ る 町 お こしです。 大仏鉄道
記念公園～ＪＲ鉄橋の間に約

１６０本の桜並木があり、条件
が整えば、花筏も見れます。川
路聖謨は、賑わいを想像し後世
に託したと思います。引き継い
でいるでしょうか。
活動について 祭りでは、皆
様とのふれあい・特にお子さん
の思い出作り、 と桜の保護を
行っています。全ての活動は、
地域の皆様のご支援により支え
られています。感謝感謝です。
ありがとうございます。現在会
員は、３２名ですが参加希望者
募集中です。
桜が咲き誇り、皆様方の
笑顔が最大のご褒美です。
令和４年『第２６回佐保川・
川路桜まつり』は、盛大に実施
いたします。

第２回佐保ふれあい朝市開く
●●

近隣住民が
買い物交流

●●

会が３つのテントでコメ、野菜、
果物、パンなどを販売。１０時
の開店前から近隣住民が来場、
昼までに約１００人が買い物や
地域の人たちとの歓談、交流を
楽しみました。今回は猛暑の時
候のため自治協議会から冷茶を
サービスしました。

３つのテントにコメ、野菜、果物

入場前には検温と消毒

れている春日大社の末社で、神
官が祝詞をあげた後、巫女さん
による神楽舞、続いて氏子十数
人が疫病退散を願って玉串を奉
納しました。神社では１月にえ
びす祭り、１２月にも祭事が行
われています。

