
1. 議案　
防犯カメラの設置について
市の補助金制度を受け、2箇所申請したが、
１箇所のみの交付決定となった。そのため１
箇所は補助金差額分、もう１箇所は全額自治
会負担で、2箇所の設置を実行したい。
（自治会負担額計　￥432,000）　　　　　　　　　　

承認

2. 報告事項
① 建築協定委員会から

９ブロックバス通り沿いの新築工事に伴
い、大型クレーンを使用した工事が行わ
れるため、緑地帯撤去とイチョウ伐採が行
われた。工事終了後は植栽再移植・イチョ
ウ木の新植にて復旧される予定。また 12
月3 日（月）は、終日片側交互通行となる。

② 防犯部から
徘徊と思われる歩行不安定な独歩高齢者
を保護。身元や行き先不明な方の場合は
110 番通報を。

③ 各ブロック長
ブロック組長会や組懇談会が開催中。地
域の種々の問題点、改善策など、活発な
意見が提出されている。

◆会長挨拶
　11 月 11 日の日曜日、西柴中学校でふ
れあい秋祭りが開催されました。西柴中
の学区に重なる 8 つの自治会町内会、東
部連合町内会のお祭りです。この西柴団
地からも大勢の方がお見えになっていま
した。
　校庭の模擬店には、西柴からも福祉サー
ビスやミートショップ森、シャーロン、
さくら茶屋などが出店。体育館では絵画
などの作品展、地域の方々や西柴小、西
柴中の児童、生徒の作品が展示され、図
書の読み聞かせなどのイベントも開かれ
ました。午後は体育館の舞台で、ぴよっ
こ保育園の園児の歌や遊戯、西柴小の合
唱クラブや西柴中の吹奏楽部などの日ご
ろの成果が披露され、さながら文化祭の
ようでした。
　西柴では 12 月 1 日に餅つき大会が開か
れます。西柴の子どもたちやシニアの方々
がおいしそうにお餅をほおばります。お
祭りというのは自治会の大切な活動だと
思います。夕涼み会やさくらまつりもそ
うですが、周りの地域と交流する、多く
の世代が集う、そういう機会としてこれ
からもお祭りを盛り上げていきたいと思
います。
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●西柴小地域防災拠点訓練と
　バンダナパトロールを実施
10 月 28 日（日）10 時から、西柴小学校
において、地域防災拠点運営委員会（西
柴と横濱サウスの両自治会の住民と西柴
小の先生などで組織）主催による防災訓
練が実施され、西柴団地自治会より165
名が参加しました。新設された「ハマッコ
トイレ」が紹介されました。併せて4 年目
となる「バンダナパトロール」（自主防災活
動）を全ブロックで９時から実施、1594
世帯の安否確認を行いました。反省会では

「活動により多くの人に参加してもらう必要
がある」との意見が出されました。協力い
ただける方は自治会に連絡願います。

　（防災部）
●映画会鑑賞会のご案内会
日　　時：12 月 15 日（日）
日　　時：10：00 ～
上映作品：「天地明察」
　　　　　出演　岡田准一　宮崎あおい　他

受  付  数：70 名
場　　所：西柴団地自治会館 1 階洋間
事前申込：12 月 1 日（土）～
　　　　　自治会館（☎ 701-4961）
＊詳細は、回覧・ホームページで。

●下期自治会費納入のお願い
12 月 17 日（月）三井住友銀行の口座
から、自治会費 2700 円 + 手数料 31 円
が引き落とされます。口座残高の確認
をお願い致します。なお、非会員の方
にも防犯防災等協力費（900 円）は納
入していただいています。口座引き落
としの手続きをされていない方は、12
月 17 日（月）までに自治会館にご持参
ください。　　　　　　　　　　（会計）

　　【防犯情報】

オートバイによるひったくり事件が 2 件発
生。バッグは車道側には絶対ぶら下げない
ように !!
また警察の話では最近は盗難より詐欺事件
が多いそうです。西柴団地でも「訴訟最終
告知」と書かれたハガキが届いた事例があ
りました。その後非通知の電話があり、男
性が出たら切れたとのことです。警察から
事前に、「ハガキを出した者から電話が来る
かもしれない。その電話に男性が出ると、
相手は電話を切るでしょう」と言われてい
たそうで、その通りになったようです。どう
やら、女性を狙った犯罪のようです。
このようなハガキや封書は絶対に信じず直
ちに警察に連絡しましょう。

　【にししばゴミ通信】古布の出し方

乾いた布を半透明の袋などに入れてくだ
さい。濡れるとカビ発生の原因となり、
リサイクルできなくなるので、晴れた日
に出しましょう。
毎週土曜日は、自宅前
月 2 回は、ゴミ集積所へ（地域により回
収日が異なります）

　西柴１丁目 　第 1・3 水
　柴町 　第 2・4 金
　西柴 2 ～ 4 丁目 　第 2・4 水
　金沢町 　第 2・4 水



 

　近くを通ると、いい香りで私た
ちを幸せな気持ちにしてくれる洋
菓子店、シャーロンさんは、フラ
ンスの地方の町の名前から名付け
られたそうです。
　昭和 51 年 10 月に創業、ケー
キや焼き菓子、季節限定品など、
こだわり抜いた商品が並ぶなか、
お店の一押しはスモールポテトパ
イです。さつまいもは茨城県で有機栽培された紅あずま、
卵は那須御養卵が使われています。お使い物としても最適
ですね。
　ほかにも桜並木プリンや西柴ロールなど、地域にちなん
だネーミングが付けられたオリジナル商品など、多数のお
菓子が店頭を賑わせています。
　また、これも人気のクリスマスケーキを 12 月 20 日ま
でにご来店にてご予約の方に、スモールポテトパイ 3個入
りをプレゼント（一部、除外品あり）！
　シャーロンさんの洋菓子で、四季を感じてみてはいかが
でしょうか。 

近所のお店再発見

第 6回　　

今回はわが町のケーキ屋さん、「シャーロン」さんの登

場です。

所 在 地：横浜市金沢区西柴 3-17-1
電　　　話：045-781-7760
営業 時 間：8:30 ～ 19:00
定 休 日：木曜日・第 3 水曜日

シャーロン

　【年末年始のゴミ等の収集日程】

12 月 30 日（日）～ 1月 3日（木）まで、
ゴミの収集・粗大ごみの受付はお休みで
す。家庭ごみの最終日は、12月29日（土）、
年始は 1月 5日（土）に行います。

（資源循環局）

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）



◎ふれあい談話室　13：30 ～ 15：00（参加費 100 円）
　※ 12 月 14 日 （金）クリスマス会
◎ふれあい編み物 　13：00 ～　
　※ 12 月 11 日 （火）当日、販売も致します。
◎ふれあいキッズ　10：00 ～ 12：00   
　※ 12 月 3 日／ 10 日／ 17 日 （月）　
　＊ 17 日はクリスマス会です。参加費：100 円　
　

　 

   ≪散　策≫　

12 月 4 日（火）  「秋の扇ヶ谷を歩く」　　徒歩　約４キロ
講　師：大貫昭彦先生
集　合：金沢文庫駅・・９時に出発
内　容：鎌倉駅から英勝寺、海蔵寺、化粧坂を少し上り葛原岡神社で昼食、銭洗弁天社

から鎌倉駅へ戻ります。
英勝寺は、先日の講演会「太田道灌」でもお話のあった、４代後の子孫、「お
勝の方」が興した寺で、本堂や山門などの建造物、四季の花絶えない庭の美し
い尼寺です

02 月 5 日（火）  「名主の滝から飛鳥山公園へ」　　徒歩　約６キロ
講　師：横田　巌氏
集　合：金沢文庫駅・・９時に出発
内　容：JR 王子駅から飛鳥山公園、紙の博物館、渋沢史料館など

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　
　お申し付けください。

・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。

～ 12 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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◎ 定例会　12 月 22 日（土）12：00 ～ 14：00
内容：食事会・誕生会・歌，唄
　　　体操　　軽い体操で体をほぐしましょう

◎新年会　平成 30 年 1 月 12 日（土）11：00 ～ 13：00
　申し込み締め切りは、12 月 20 日（木）ですが、
　定例会（12 月 22 日）の時にも各幹事がお申込みを受け

付けます。

◎朝晩の冷え込みが厳しくなってきました。
　風邪予防の基本は、手洗いとうがいです。
　こまめにお茶を飲むこともおススメです。
　体調があやしい時は、とにかく暖かくして寝ましょう。

【お困り事、ありませんか？】

福祉サービスでは「健常と介護保険」の狭間でお困りの方のお
手伝いをしています。たとえば、ごみ出し・買い物支援・話し
相手・ベビーシッター等々。
お問い合わせ：☎ 701-5080 まで




