
1. 議案　
消火器共同購入に対する費用補助について
従来の「加圧式粉末式」から、安全面を考慮した

「蓄圧式強化液」に推奨機種を変更。従来型より
￥2,250 割高になるため、新規購入世帯へ補助を
行いたい。今期の消火設備費 30 万円計上分から
20 万円を充当予定。（概算100 世帯×￥2,000）　　

承認
2. 報告事項
① 商店街に防犯カメラ設置

「横浜市商店街支援事業の補助金」を利用した
防犯カメラ4 台設置（商店街が費用半額負担）
に対し、犯罪抑止効果が期待できるとして自治
会も設置に同意。

② 環境交通部より
ブロック塀等の除却を検討されている方は、横
浜市防災課の補助金制度等があるので、事前
に確認されることの提案。

③ 防災部より
防災に関する意見交換会が 8 月 4 日・5 日に開
催された。88 名参加。防災活動の継承・発展
に多くの意見が出された。

④ 行事部より
夕涼み会は、台風接近の中、開催日を早期変
更し、無事盛大に開催された。情報収集にはホー
ムページが多いに活用されていた。

◆会長挨拶
　先日、西柴団地福祉サービス主催の「敬
老の日のお祝いの会」に出席致しました。
　80 余名の出席者で満席でした。皆さん
1970 年頃、30 代後半から 40 代にかけて
西柴に住まいを構えられたそうです。当時
は日本が高齢化社会に入ったと騒がれ始め
た頃です。一般に 65 歳以上の高齢者が人
口の７％を超えると「高齢化社会」といわれ、
その後 1994 年には 14％を越えたため「化」
がとれて「高齢社会」、21％で、「超高齢社会」
です。現在、西柴の高齢化率は 42% を超え
ています。超が４つ、「超超超超高齢社会」
です。これは 30 年後、50 年後の未来の日
本の姿を先取りしているとも言えます。
　今年の余興は、西柴にお住いの方による
お琴と尺八の演奏でした。その裏では、同
じ世代の西柴団地福祉サービスの方々が朝
早くから準備をされていました。高齢者が
社会の様々な場面で担い手となり活躍する
社会、未来の日本が西柴では生き生きと実
現しています。
　この夏、各地で多くの災害が起こりました
が、地域の安全や安心を守る活動において
も、高齢者への期待が高まっています。無
理をしないで出来る範囲で、身の丈に合っ
た活動を考えて参ります。
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●映画会鑑賞会のご案内
10月の映画鑑賞会
日　　時：10 月 21 日（日）
日　　時：10：00 ～
上映作品：「湯を沸かすほどの熱い愛」
　　　　　出演　宮沢りえ　オダキリジョー　他

受  付  数：70 名
場　　所：西柴団地自治会館 1 階洋間
事前申込：10 月 1 日（月）～
　　　　　自治会館（☎ 701-4961）
＊詳細は、回覧・ホームページで。

●西柴小学校で防災訓練！！
日　　時：10 月 28 日（日）
　　　　　10:00 ～12:00　雨天開催
集合場所：西柴小学校　グランド
持  ち  物：内履き
　　　　　（スリッパ等　体育館で使用）
＊ 9：00 からバンダナパトロール（誘

導訓練）も実施します。
　詳細は回覧・掲示板をご覧ください。
主　　催：西柴小防災拠点管理運営委員会

（西柴団地・横濱サウス自治会等で構成）

●ブロック塀等の除却等の補助制度利用について
相談・連絡先は、
横浜市建築局建築防災課です。
☎ 045-671-2930

●夕涼み会の御礼
　第 44 回夕涼み会は、台風接近のため
翌 29 日に順延となりました。朝まで続
く雨に気を揉みましたが、昼間からの
青天の下、すべてのプログラムをつつ
がなく開催すること出来ました。各部
の皆様、毎年協力下さるボランティア
の皆様、そしてご参加くださいました
皆様に御礼申し上げます。今年は、楽
しい芸人の「横浜ヨコハマと二輪明宏」
が、盆踊りには創作和太鼓「典」も加
わり、楽しい時間を過ごしていただけ
たと思います。最後にご寄付を頂戴し
ました諸団体の皆様に心から御礼申し
上げます。

≪夕涼み会　寄付ご芳名≫
西柴ショピングセンター　
片吹団地自治会　　　 
堀口町内会　　　　
谷津坂東部町内会　　　　　
谷津坂南部町内会　　
谷津坂北部町内会　　　　　
横濱サウス自治会　　
西柴中学校 PTA 会長　
西柴小学校 PTA 会長　　　
文庫幼稚園　　　　  　
西柴学童保育保護者会
金沢東部地区民生児童委員協議会
岩室酒店　　　　　 　　  　　
京急メモリア金沢文庫斎場
セレモホール金沢文庫　
金沢工務店       　　   
トキワクリエイティブ

（株）ビアレ横浜　
小林創建
門間　

　　【防犯情報】
頼んでいない漏水調査に注意！！
水道局員を装い漏水調査と偽った訪問が
ありました。この場合には、身分証の確
認を行うか水道局に連絡してください。
通常、依頼がない漏水調査を行うことは
ありません。
横浜市水道局　☎ 045-847-6262



 

　2013 年スタートのさくらカフェはカフェレストランとしてだけではなく、地域の方々の絆と集い
を重視し、様々な活動を行っています。
　定期的に開催されるサロンやセミナーでは専門家を呼び、健康や生活についての有用な情報
を発信しています。
　また「子どもは地域の宝。多世代とのふれあいで育つのが大切」をモットーに、ハロウィンな
ど四季折々の楽しいイベントが開催されます。もちろん勉強も重要。登校前の早朝学習「朝塾」
では、元小学校の先生が指導しています。
　そんなカフェのスタッフさんは全員ボランテイア。おいしいお料理にいろいろな楽しみ方が盛
りだくさんのさくらカフェ。あなたもさくらカフェに集ってみませんか？

近所のお店再発見

第 4回　　

今月は、たくさんの「あってよかった♪」をお届けする

地域密着型のコミニュティカフェ「さくらカフェ」さ

んの登場です。

所  在  地：横浜市金沢区西柴 3-17-7
電　　話：045-877-3866
営業時間：10:00 ～ 17:00  
定  休  日：土曜・日曜・祝日
※スタッフ募集中 !  一緒に楽しみましょう。

さくらカフェ

キッズコーナー
リニューアルされたキッズコーナーは、子どもたちや小さいお子さん連
れのお客様に大好評。図書の貸出しも OK

物販コーナー（ミニミニ  コンビニ）
可愛い手作り品やちょっとした日用品のコーナー。お菓子も人気です

ランチ
おすすめメニューはシェフ自慢の日替わりランチ。お子様メニューも充実



　 

   ≪文化講演会≫ 　演　題　　　太田道灌
本講演会は「福寿会」との共催です。詳細は下欄にあります「福寿会」の案内
欄をご覧ください。

≪平成 30 年度　生涯学習「西柴」文化祭≫
毎年、秋の季節に開催している恒例の文化祭も、今年で第17回です。お誘い合わせのうえ、憩いのひと時を、
ごゆっくりとくつろぎにおいでください。
◎日時：平成 30年 10月 23日（火）　10：00～ 15:00　　◎場所：西柴団地自治会館　
◎内容：１．作品展　☆絵画、アートフラワー作品、絵手紙作品、鎌倉彫など。
　　　　２．学習内容の記録展示　☆散策、バス旅行、各種行事など。
　　　　３．アトラクション（10:50 頃～ 12:00 頃）　☆ハーモニカ演奏など。
　　　　４．喫茶コーナー　☆お汁粉、コーヒーなど（無料接待）
多数の皆様のご来場をお待ち致しております。
≪散　策≫ 　10 月２日（火）　　　鎌倉・長谷の歴史と花を楽しむ（徒歩・・約５キロ）
◎講師：大貫昭彦先生　　　◎集合：金沢文庫駅・・９時に出発します

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　13：30 ～ 15：00（参加費 100 円）
　※ 10 月 12 日 （金）／ 26 日 （金）

◎ふれあい編み物 　13：00 ～　
　※ 10 月 9 日 （火）当日、販売も致します。

◎ふれあいキッズ　10：00 ～ 12：00   
　※ 10 月 1 日／ 15 日／ 22 日／ 29 日（月）　　
　

・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。

～ 10 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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◎ 講演会のお知らせ　
演題：「太田道灌」
日時：10 月 30 日（火）　13：30 ～
場所：西柴団地自治会館
講師：太田資暁氏
≪プロフィール≫
太田道灌 18 代目子孫、NPO 法人「太田道灌顕彰会」理
事長。好きな言葉、「学問芸術を持って品性を養うべし」

（会津八一の言葉の一節）

◎ 定例会　10 月 27 日（土）12：00 ～ 14：00
内容：誕生会・食事会・歌・体操




