
          介護施設に入所している利用者のほとんどが、帰宅願望を持っているというデータがありま
す。しかし時折、そのデータを覆すかのようなケースに出くわすこともあります。
私が勤めていた施設に、ある時、Sさんという方が緊急入所してきました。Sさんは、度重な

る悲劇に見舞われていました。
自分が運転する車が交通事故に巻き込まれ、同乗していた奥様が亡くなってしまいました。そ

の事故で、ご自身も下半身マヒとなり、車いす生活を余儀なくされてしまったのです。
それまで元気に夫婦でバリバリと働き、健康そのものだっただけに、その落胆は計り知れませ

んでした。
不運は続き、一人息子が家業を継いでくれて何とか生活を維持できるかと思った矢先に、その

息子さんも不慮の事故でこの世を去ってしまったのです。
そこで、車いすでの独居は無理との判断から、老人施設に入所となったのです。
しかし、Ｓさんはそうした度重なる不幸にもかかわらず、いつでも笑顔を絶やさぬ明るく朗ら

かなおじさまでした。
「いやあ、いろいろありましたけど、ここへ来られて本当によかった、皆さんの親切がありがた
いですよ、至れり尽くせりで申し訳ない気持ちです」と明るい声でおっしゃっていました。
施設職員に対して分け隔てなく、誰にでも快い言葉をかけてくれるので、Ｓさんは瞬く間に人

気者になりました。
「Ｓさんっていい人ね」「いつも感謝してくれて嬉しくなっちゃう」など介護士たちの受けもよ
く、施設全体に評判のよい利用者でした。
私もＳさんの立ち振る舞いに接して、この施設を気に入ってくれているのだと思っていまし

た。
ところがある日、いつものように女性ワーカーと談笑しながら部屋に戻るＳさんを見かけ、伝

えたいことがあった私は車イスのＳさんの後を追ったのです。
すると、私が後ろに立っていることに気づかぬＳさんは居室に入るや否や「本当に嫌だ、こん

な所……」とつぶやいたのです。その声には、心の奥底から絞り出すかのようなやりきれない響
きがありました。私はＳさんに気づかれぬよう足音を忍ばせ、そっと部屋を出ました。
ほとんどの施設利用者は帰宅を望んでいる――Ｓさんも例外ではなかったのです。

生活サポート部や防災統括部は従来
とは異なり、組長さん以外のメンバー
で構成されています。これからも、こ
のような観点で組長さんへの負担を
軽減していけるよう検討してほしい
と思います。

◆議案
１）文章管理規則の制定について

これまで、自治会活動関係文書（各
部や委員会の活動にともなって生
じる議事録や資料、会計に関する
書類・決議書類・契約書など）の
保存および管理に関する取扱い規
則を定めていなかったため、文書
管理規則を定めることとした。
この規則は平成 28 年 5 月 1 日よ
り施行する。

承認

◆協議事項
1）平成 28年度総会議案書

（予算を含む第二次案）について
平成 27 年度事業報告・平成 28
年度事業計画・収支予算案の説
明があり、質疑応答が行われた。

   ◆会長挨拶
三寒四温を繰り返しながら、いよい

よ本格的な春を迎えようとしていま
す。皆様方にお手数をおかけしました
新建築協定書につきましては、現在の
ところ加入率は 84％です。本年 11 月
に施行するためには行政の承認を得
る必要があり、そのために今月末で締
め切ることになります。詳細は、過日
発行しました「西柴団地まちづくりニ
ュース No６」をご確認ください。

ところで現在のメンバーでの本部
会は本日（3 月 19 日）を含め、あと 2
回になりました。一年間の皆様方のご
協力に心よりお礼申しあげます。私も
3 期 6 年の会長を来月の総会で退任さ
せていただきます。たびたび申し上げ
ましたが、私達の街の最大の課題は少
子高齢化が著しく進むことに対し街
の活力をいかに持続できるかにあり
ます。今回の新建築協定もこの観点よ
りご提案いたしました。

また、自治会活動の土台を支えてい
ただいている組長さんの労力を少し
でも少なくしていけるかを考える必
要があります。ご案内の通り、すでに
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◎ふれあい談話室（参加費 100 円）13:30〜15:00
＊4 月 8  日（金）
＊4 月 22 日（金）

◎ふれあい編物 13:00〜
＊4 月 12 日（火）

◎ふれあいキッズ 10:00〜12:00
〜未就園児と保護者の楽しい広場〜
＊4 月 4  日（月）
＊4 月 11 日（月）
＊4 月 18 日（月）
＊4 月 25 日（月）

西柴団地福祉サービス 〜ふれあい事業のご案内〜

「困ったときはお互いさま」「できる人ができる時にできることを」をモットーに活動しています。ボランティ
アを随時募集しており、特に男性ボランティア大歓迎です。一緒に活動してみませんか？　　　　　　　　　　　　　　　　　
受付：月水金10：00～12：00　　TEL&FAX：701-5080

3 月度定例本部会報告
(開催日：3月 19日)

私が体験した介護現場：

お気の毒なＳさん

※ふれあい談話室にご参加時、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。　
◎賛助会員募集中です。

ふれあい～

福祉サービス通信10



●自治会館の備品を使用することが

出来ます。どうぞ御利用ください

（一部有料）

・コピー機（白黒 カラー）

・印刷機

・ラミネートパウチ

・紙折り機

・FAX

・シュレッダー 等々

お気軽にお問い合わせください。

●公園愛護会からのお知らせ

第一公園と称名寺東公園に植えたチュ

ーリップ等の球根が4月にかけて咲き

だします。お楽しみください。

花の保護のため花壇の中には絶対に入

らないでください。

（公園愛護会）

●カラスの巣作りに注意

カラスが子育てのために巣作りを始

めています。見つけましたら、自治会

館または土木事務所にご連絡くださ

い。警戒心が最も強くなるのもこの時

期で、巣のそばを通ったときに攻撃を

受けることが多くなります。

巣に卵を生んでしまうと危険なため、

ひなが巣立つまで撤去は出来ません。

ゴミの出し方にも一層の注意をして

ください。    

●桜まつり開催のお知らせ

商店街との共催による桜まつりを今

年も開催いたします。お花見がてら皆

様でお越しください。

日  時：3 月 26 日（土）

午前11 時～午後1 時30 分

＊雨天決行

場  所：西柴団地ショッピングセンター

「ミートショップ森」前

＊自治会より「甘酒」を無料でお配り

します。（なくなり次第終了）

ショッピングセンターお花見セール

＊3月 21 日（月）～27 日（日）まで開

催されます

●映画鑑賞会のご案内

日  時：4 月 17 日（日）

日  時：午前10時～　　午後2時～    

上映作品：「海街     」

受 付 数：40 名

場  所：西柴団地自治会館 １階洋間

事前申込：自治会館（☎701-4961）

＊詳細は、回覧・ホームページをご覧

ください。

能見台駅より坂を上って 2

分、南インド料理店、ガネーシ

ュがあります。今回は、平日限

定ランチ（1300 円）をいただ

きました。

○チキン・キーマ・ベジタブ

ルの 3 種のカレーとライ

ス、パパド、サラダ、野菜の

おかず、ヨーグルト付。

旬の素材とスパイスにこだわったカレーは、体の内側

からじんわりと温まるようでした。付け合わせのパパ

ド（豆でできた薄いせんべい状のもの）は、香ばしくて

カレーやライスとの相性もバツグン!!

食後にはデザートを注文。

○ソーンパプリ（ひよこ豆をベースにしたインドの伝

統的なお菓子）

食感はサクサクとしていて、綿菓子のように口の中で

とろける、他では味わったことのないものでした。

★オーナーよりひとこと：「南インドは、豆や野菜を使

った料理が豊富で、ココナッツミルクなど植物性油脂

を使います。ご飯に合う、さっぱりとしたカレーなの

で、皆様に味わっていただきたいです」

※テイクアウトもできます。

2
3

第1 0 回

G A N ES H  ガネーシュ

～こだわりの南インドカレー～

監督／是枝裕和

出演／綾瀬はるか

長澤まさみ

広瀬すず 他

■住所　〒236-0017　金沢区能見台通 8-5　

■電話　045-306-7796

■営業時間 

ランチ　    12:00～14:30（L.O  14:00） 

ディナー 17:00～21:00（L.O  20:00）

■定休日 

水曜日と木曜日または火曜日（祝日は営

業）※不定期休有

住みよい街、西柴を目指して、西柴自治会で行われた行事の情報の充実を図っています。現

在は、「ホットなお知らせと報告コーナー」で、生涯学習「西柴」の『大磯への散策』の活

動報告を紹介しています。

別タブの「生涯学習 西柴」で検索すると、過去１年間の活動もご覧になれます。

http://nishishiba.p-kit.com

西柴団地自治会ホームページ情報

diary

kanaday
距離の測定
間隔 : 
213.08 mm



●自治会館の備品を使用することが
出来ます。どうぞ御利用ください

（一部有料）
・コピー機（白黒　カラー）
・印刷機
・ラミネートパウチ
・紙折り機
・FAX
・シュレッダー　等々
お気軽にお問い合わせください。

●公園愛護会からのお知らせ
第一公園と称名寺東公園に植えたチュ
ーリップ等の球根が 4 月にかけて咲き
だします。お楽しみください。
花の保護のため花壇の中には絶対に入
らないでください。

（公園愛護会）

●カラスの巣作りに注意
カラスが子育てのために巣作りを始
めています。見つけましたら、自治会
館または土木事務所にご連絡くださ
い。警戒心が最も強くなるのもこの時
期で、巣のそばを通ったときに攻撃を
受けることが多くなります。
巣に卵を生んでしまうと危険なため、
ひなが巣立つまで撤去は出来ません。
ゴミの出し方にも一層の注意をして
ください。    

●桜まつり開催のお知らせ
商店街との共催による桜まつりを今
年も開催いたします。お花見がてら皆
様でお越しください。
日　　時：3 月 26 日（土）

午前 11 時～午後 1 時 30 分

＊雨天決行
場　　所：西柴団地ショッピングセンター

「ミートショップ森」前

＊自治会より「甘酒」を無料でお配り
します。（なくなり次第終了）

ショッピングセンターお花見セール

＊3 月 21 日（月）～27 日（日）まで開
催されます

●映画鑑賞会のご案内
日　　時：4 月 17 日（日）

日　　時：午後 12 時     30 分〜

上映作品：「海街 diary」

受 付  数：40 名

場　　所：西柴団地自治会館 １階洋間

事前申込：自治会館（☎701-4961）

＊詳細は、回覧・ホームページをご覧
ください。

能見台駅より坂を上って 2
分、南インド料理店、ガネーシ
ュがあります。今回は、平日限
定ランチ（1300 円）をいただ
きました。
○チキン・キーマ・ベジタブ
ルの 3 種のカレーとライ
ス、パパド、サラダ、野菜の
おかず、ヨーグルト付。

旬の素材とスパイスにこだわったカレーは、体の内側
からじんわりと温まるようでした。付け合わせのパパ
ド（豆でできた薄いせんべい状のもの）は、香ばしくて
カレーやライスとの相性もバツグン!!
食後にはデザートを注文。
○ソーンパプリ（ひよこ豆をベースにしたインドの伝
統的なお菓子）

食感はサクサクとしていて、綿菓子のように口の中で
とろける、他では味わったことのないものでした。
★オーナーよりひとこと：「南インドは、豆や野菜を使
った料理が豊富で、ココナッツミルクなど植物性油脂
を使います。ご飯に合う、さっぱりとしたカレーなの
で、皆様に味わっていただきたいです」
※テイクアウトもできます。
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第 10 回

GANESH ガネーシュ
～こだわりの南インドカレー～

監督／是枝裕和

出演／綾瀬はるか

長澤まさみ

広瀬すず　他

■住所　〒236-0017　金沢区能見台通 8-5　
■電話　045-306-7796
■営業時間 
ランチ　    12:00〜14:30（L.O 14:00） 
ディナー 17:00〜21:00（L.O 20:00）
■定休日 
水曜日と木曜日または火曜日（祝日は営
業）※不定期休有

住みよい街、西柴を目指して、西柴自治会で行われた行事の情報の充実を図っています。現
在は、「ホットなお知らせと報告コーナー」で、生涯学習「西柴」の『大磯への散策』の活
動報告を紹介しています。
別タブの「生涯学習　西柴」で検索すると、過去１年間の活動もご覧になれます。
http://nishishiba.p-kit.com

西柴団地自治会ホームページ情報



          介護施設に入所している利用者のほとんどが、帰宅願望を持っているというデータがありま
す。しかし時折、そのデータを覆すかのようなケースに出くわすこともあります。
私が勤めていた施設に、ある時、Sさんという方が緊急入所してきました。Sさんは、度重な

る悲劇に見舞われていました。
自分が運転する車が交通事故に巻き込まれ、同乗していた奥様が亡くなってしまいました。そ

の事故で、ご自身も下半身マヒとなり、車いす生活を余儀なくされてしまったのです。
それまで元気に夫婦でバリバリと働き、健康そのものだっただけに、その落胆は計り知れませ

んでした。
不運は続き、一人息子が家業を継いでくれて何とか生活を維持できるかと思った矢先に、その

息子さんも不慮の事故でこの世を去ってしまったのです。
そこで、車いすでの独居は無理との判断から、老人施設に入所となったのです。
しかし、Ｓさんはそうした度重なる不幸にもかかわらず、いつでも笑顔を絶やさぬ明るく朗ら

かなおじさまでした。
「いやあ、いろいろありましたけど、ここへ来られて本当によかった、皆さんの親切がありがた
いですよ、至れり尽くせりで申し訳ない気持ちです」と明るい声でおっしゃっていました。
施設職員に対して分け隔てなく、誰にでも快い言葉をかけてくれるので、Ｓさんは瞬く間に人

気者になりました。
「Ｓさんっていい人ね」「いつも感謝してくれて嬉しくなっちゃう」など介護士たちの受けもよ
く、施設全体に評判のよい利用者でした。
私もＳさんの立ち振る舞いに接して、この施設を気に入ってくれているのだと思っていまし

た。
ところがある日、いつものように女性ワーカーと談笑しながら部屋に戻るＳさんを見かけ、伝

えたいことがあった私は車イスのＳさんの後を追ったのです。
すると、私が後ろに立っていることに気づかぬＳさんは居室に入るや否や「本当に嫌だ、こん

な所……」とつぶやいたのです。その声には、心の奥底から絞り出すかのようなやりきれない響
きがありました。私はＳさんに気づかれぬよう足音を忍ばせ、そっと部屋を出ました。
ほとんどの施設利用者は帰宅を望んでいる――Ｓさんも例外ではなかったのです。

生活サポート部や防災統括部は従来
とは異なり、組長さん以外のメンバー
で構成されています。これからも、こ
のような観点で組長さんへの負担を
軽減していけるよう検討してほしい
と思います。

◆議案
１）文章管理規則の制定について

これまで、自治会活動関係文書（各
部や委員会の活動にともなって生
じる議事録や資料、会計に関する
書類・決議書類・契約書など）の
保存および管理に関する取扱い規
則を定めていなかったため、文書
管理規則を定めることとした。
この規則は平成 28 年 5 月 1 日よ
り施行する。

承認

◆協議事項
1）平成 28年度総会議案書

（予算を含む第二次案）について
平成 27 年度事業報告・平成 28
年度事業計画・収支予算案の説
明があり、質疑応答が行われた。

   ◆会長挨拶
三寒四温を繰り返しながら、いよい

よ本格的な春を迎えようとしていま
す。皆様方にお手数をおかけしました
新建築協定書につきましては、現在の
ところ加入率は 84％です。本年 11 月
に施行するためには行政の承認を得
る必要があり、そのために今月末で締
め切ることになります。詳細は、過日
発行しました「西柴団地まちづくりニ
ュース No６」をご確認ください。

ところで現在のメンバーでの本部
会は本日（3 月 19 日）を含め、あと 2
回になりました。一年間の皆様方のご
協力に心よりお礼申しあげます。私も
3 期 6 年の会長を来月の総会で退任さ
せていただきます。たびたび申し上げ
ましたが、私達の街の最大の課題は少
子高齢化が著しく進むことに対し街
の活力をいかに持続できるかにあり
ます。今回の新建築協定もこの観点よ
りご提案いたしました。

また、自治会活動の土台を支えてい
ただいている組長さんの労力を少し
でも少なくしていけるかを考える必
要があります。ご案内の通り、すでに
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◎ふれあい談話室（参加費 100 円）13:30〜15:00
＊4 月 8  日（金）
＊4 月 22 日（金）

◎ふれあい編物 13:00〜
＊4 月 12 日（火）

◎ふれあいキッズ 10:00〜12:00
〜未就園児と保護者の楽しい広場〜
＊4 月 4  日（月）
＊4 月 11 日（月）
＊4 月 18 日（月）
＊4 月 25 日（月）

西柴団地福祉サービス 〜ふれあい事業のご案内〜

「困ったときはお互いさま」「できる人ができる時にできることを」をモットーに活動しています。ボランティ
アを随時募集しており、特に男性ボランティア大歓迎です。一緒に活動してみませんか？　　　　　　　　　　　　　　　　　
受付：月水金10：00～12：00　　TEL&FAX：701-5080

3 月度定例本部会報告
(開催日：3月 19日)

私が体験した介護現場：

お気の毒なＳさん

※ふれあい談話室にご参加時、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。　
◎賛助会員募集中です。

ふれあい～
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