
1. 議案
「消火栓ホース格納箱撤去工事」の

予算策定及び工事施工について
団地内15カ所全ての格納箱撤去及び原状
回復工事に向け、２社から見積りを受け取
り、一方よりも廉価な『住設コヤマ』に工事
発注することとする。予算措置としては、防
災部の今年度予算より抽出し、工期は2019
年1月～2月実施予定（見積額￥324,000）。

承認
2. 協議事項
① 2 ブロック 10 組の建築協定隣接地での

新築工事について
11 月 29 日に、2 ブロック 7 組～10 組在

◆会長挨拶
12 月、クリスマスも近づき本格的な寒さとなり空気も乾燥しています。こんな時期に心配

なのが、インフルエンザと火事です。
　去る11日夜の 9 時頃、何台もの消防車がバス通りを駈け上がりサイレンの音に多くの人が
驚かされました。当日の昼間、文庫幼稚園で月に一度、園内のかまどで炊いたご飯や汁を食
べる「かまどの日」が催されていましたが、ブロックで囲った中で燃やした木をきちんと消火
作業をしたにもかかわらず、折からの風によりおよそ９時間後にくすぶり始めたようです。
　園長先生から「今後は、火を使ったイベントは中止する」というお話がありました。幼少期
のふれあい教育、体験学習の貴重な機会で、子どもたちが火の大切さと怖さを学ぶためにも、
ぜひ続けていただきたいという話をさせていただきました。家庭内でも火の用心を今一度、
心掛けたい出来事でした。
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助け合いを合言葉に、来年も、よいお年を！

12 月度定例本部会報告（開催日 12 月 15 日）
住の方への説明会を開催。建設事業者と
の協議、市の対応について経過説明が行
われた。生活環境を守る対策に付き、協
定加入者の拡大や専門的法律家とのチャ
ンネル確保の必要性などが提議された。

② 空き家・空き地の管理について
空き地等に、ハクビシンなどの害獣が住
み着き、近隣トラブルが発生している。
樹木や雑草等の植栽手入れが不十分なこ
とが一因とも言えるため、自主対応の困
難な方への支援を検討。

2. 報告事項
枯葉の上にタバコの吸殻を捨てる人が多い。
またゴミBOX設置場所のトラブルなどが組
長会を通して聞かれた。



場　　所：西柴団地自治会館 1 階洋間
事前申込：1 月 5 日（土）～
　　　　　自治会館（☎ 701-4961）
＊詳細は、回覧・ホームページで。

●「粗大ごみ持ち出し収集」を
　  ご存知ですか？
高齢等で自ら粗大ごみを外に持ち出す
ことが困難な状態にある方は、粗大ご
みを屋内から収集するサービスがあり
ます。
お申込み・問い合わせは、
資源循環局金沢事務所まで

☎０４５－７８１－３３７５

●お庭の植栽が、お隣や道路にはみ出
してはいませんか？
落ち葉が雨どいを塞いだり、枝が伸び
て気がつかないうちに迷惑をかけてい
ることがあります。お互いに気持ちよ
く生活するために気をつけましょう。

（環境交通部）

●バス通り清掃を終えて
11 月 24 日（土）9 時より秋のバス通
り清掃を実施しました。晴天にも恵ま
れ、90 名の方に参加して頂きました。
皆様のお陰で無事に終了することがで
き、大変感謝しております。

（環境交通部）

●餅つき大会を終えて
12 月 1 日（土）、晴天に恵まれ、ボラ
ンティア、行事部、総勢 273 名の方々
が参加しました。
行事部員と大勢のボランティアは前日、
当日の早朝から準備に大忙し。
大人に加え、子供たちも大人の助けを
かりて楽しそうにお餅つきを体験しま
した。出来上がったお餅はあんこ、き
な粉、磯部餅に。熱々の豚汁と焼き芋
もふるまわれ、一時は自治会館にあふ
れるほどの人で賑やかでした。

（行事部）

●下期自治会費納入のお礼
自治会費の納入ありがとうございまし
た。自治会活動は皆様の会費で運営さ
れております。なお、防犯防災費等協
力費は非会員の皆様にもご負担頂いて
おります。口座引き落としの手続きを
されていない方は、自治会館にご持参
ください。　　　　　　　　　    （会計）

●映画会鑑賞会のご案内会
日　　時：1 月 20 日（日）
日　　時：10：00 ～
上映作品：「ハドソン川の奇跡」
　　　　　監督：　クリント・イーストウッド

受  付  数：70 名

　　【防犯情報】

年末年始は、飲酒の機会が増えます。飲酒
が予想される会合に出る場合は、車の運転
は「しない、させない、許さない」を徹底し
ましょう。また、歩行者（特に高齢者や児童）
の夜間の外出には、目につきやすい明るい
服装や反射材を着用しましょう。
また依然としてオレオレ詐欺の被害が減りま
せん。
「キャッシュカードをあずかります」
「暗証番号を教えてください」
と言われたら、サギと疑ってください！
また、「ＡＴＭで還付手続きはできません」　　　　　　　　　　　

（防犯部）



 

今回はわが町のヘアサロン、安心と信頼の「ヘアサロン・

うちだ」さんの登場です。

　西柴にお店を構えて 40年以上。理容一般のほか、「白髪
染めや女性のお顔そりもお任せください」とのことです。
顔そりは、くすみが取れて、化粧映えもしますよ。
　体調不良時や、施術後のシャンプーも、安心です。
　駐車スペースは、車いすが楽なバリアフリーで、運転さ
れないお客様の送迎も無料でいたします。訪問カットも
行っており、シャンプーやカットは座位が保てなくとも施
術できます。
　また、理容以外に、赤ちゃんの髪の毛で筆を創る、「赤ちゃ
んの筆」の作成も行っています。お店に行けば、パンフレッ
トや実物見本もあります。
　新しい年を前に、一度、立ち寄られてはいかがでしょうか。

近所のお店再発見

第 7回　　

所 在 地：横浜市金沢区西柴 3-17-1
電　　　話：045-782-4858
営業 時 間：8:30 ～ 19:00
定 休 日：月曜日・火曜日

ヘアサロン

うちだ

【にししばゴミ通信】

年末年始の収集は
12 月 30 日～ 1 月 3 日

お休みです

自治会館事務室  年末年始のお休み

12 月 28 日（金）～ 1 月 4 日（金）

家庭ごみ

プラごみ

缶びん

紙ごみ

29 日（土）まで

年末は

26 日（水）まで

28 日（金）まで

29 日（土）まで

5 日（土）から

年始は

9 日（水）から

4 日（金）から

5 日（土）から



◎ふれあい談話室　13：30 ～ 15：00（参加費 100 円）
　※ 1月 11日／ 25日 （金）
◎ふれあい編み物 　13：00 ～　
　※ 1月 8日 （火）当日、販売も致します。
◎ふれあいキッズ　10：00 ～ 12：00   
　※ 1月 7日／ 21日／ 28日 （月）

　 

   
≪歌の会≫　
生涯学習「西柴」では、楽しい歌の会を今年も４回開催します。
次回は、年明けの１月と２月に行いますので、そのご案内です。
ソプラノ歌手の松井和子先生のリードで唱歌や歌曲、昔懐かしい歌のほか、時代にあっ
た新しい曲も。全員で楽しく歌う会です。気軽に歌えます。参加しようと思われる方、
お待ちしております。
日　時：1月 22日（火）・２月 26日（火）　いずれも　10:00 ～ 12:00
場　所：西柴団地自治会館・1階広間　
参加費：600 円（生涯学習「西柴」会員 400 円）

≪文学の講座≫
源氏物語の「薄雲」の巻（１）、（２）、（３）です。
◎講　師：繁田信一氏・神奈川大学日本常民文化研究所特別研究員・同大学講師
◎日　時：1月 15日（火）、2月 19日（火）、3月 19日（火）いずれも 10:00 ～ 12:00
◎内　容：明石の上の産んだ姫君を二条院に迎えることに。そして最愛の藤壺の女院が崩御。光源氏は深い悲嘆に

くれる。
講師、繁田先生の、王朝時代と現代を置換する軽妙な語り口は、いつも笑いに包まれる楽しい講話の
時間です。いつからでも参加できます、どうぞお出かけください。

西柴団地福祉サービス　受付：月水金 10：00～ 12：00　　TEL&FAX：701-5080

・ふれあい談話室、昼食会ご参加時、送迎いたします。ご希望の方は　
　お申し出ください。
・天候の状況で行事が中止になることもあります。ご了承ください。

～ 1月 ふれあい事業のお知らせ～
西柴団地自治会館にて開催いたします。皆様のご参加お待ちしています。見学のみも大歓迎です。

西柴団地福寿会
の

お知らせ

　　　

＊賛助会員募集中。ボランティアさんを随時募集しています。特に男性の皆様、ご一緒に活動してみませんか？

生涯学習「西柴」

からのご案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◎ 新年会　1月 12日（土）11：00～ 13：00
内容：余興　詩吟のお仲間の方々
　　　新しい年を皆さんと共にお祝いしましょう
　　　：食事会　　：誕生会

◎インフルエンザに気を付けましょう　
予防はこまめな手洗い、水分補給　十分な栄養　休養を取
ることです。
風邪との違いは、くしゃみや咳の症状がないままに突然の
高熱と全身のだるさ・筋肉痛が起こり、進行は急激に悪く
なります。おかしいと気づいたらすぐに受診しましょう。

福祉サービスは談話室、昼食会、キッズ、編み物
の他、「ちょっとした困ったなぁ」のお手伝いをし
ています。一度ご相談ください。
お問合せは下記まで。

電話＆ FAX　701-5080
月・水・金　10：00～ 12：00




