
1. 平成 28 年度事業計画案

①新建築協定について：認可申請作業
中

②防犯カメラの設置を慎重に検討する
（予算と設置場所、プライバシー、管
理体制等の検討に時間をかけ、仮に
設置が決まっても数年かけて導入し
ていく）

③自治会館の耐震化補強工事について：
補助金を申請中（使いながら工事を
したい）

④自治会の組織および役割を再検討す
る

承認

２．議案

①夕涼み会の電気施工業者の選定につ
いて：トキワクリエイティブに決定
した

承認
②住環境まちづくり委員会の委員の変
更について

承認

◆会長挨拶
　総会も終了し新体制が始動します。私
も会長としてはビギナーであり自治会活
動が初めての方も多いと思われますが、
関係者一致協力し微力ながら努力して
いきますので皆様のご支援をお願いしま
す。
　さて当自治会は著しい高齢化や社会
情勢の変化に伴い、担い手の減少に直
面しています。
　このような状況に鑑み、第一に身の丈
の自治会運営を心がけます。自助を基本
にそのための啓蒙、支援を徹底します。
重点事業は着実に実行します。また組織
や事業のスリム化についても検討します。
　第二に皆様の自治会活動への参加を
奨励します。そのために会合や広報を充
実し参加の契機を作っていきます。また
参加しやすい仕組み作りも検討します。
　第三に行政や関連団体との連携を強
化し相互補完を図ります。行政には専門
家が多く所属しそれなりの資金もありま
すが、きめ細かいサービスには自治会の
力を必要としています。また関連団体は
自治会と密接に関連する活動を行ってい
ます。以上、年度初めにあたって自治会
運営に関する考えを述べましたが、皆様
のご理解とご協力をお願いします。
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●「災害時の食事」講習会
内　容：災害時に役立つ食材
　　　　日頃から心がけること
　　　　最低限必要な食に関する物品
　　　　非常食試食会
日　時：6月 29日（水）10時半～
場　所：西柴団地自治会館　1階
参加費：無料（試食あります）
定　員：50名
申　込：西柴団地福祉サービス
　　　　☎ 701-5080（10 時 ~12 時）
＊定員となり次第締め切ります。
＊送迎希望の方はお申し出ください。

（福祉サービス・生活サポート部）

●上期自治会費納入のお願い
6月15日（水）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、防犯防災等協力費
は非会員の方にも納入をお願いしてい
ます。
口座引き落としの手続きをされていな
い方は、6月 15 日（水）までに自治会
館にご持参下さい。

（会計）

●西柴団地自治会ホームページ情報
住みよい街、西柴を目指して、西柴自
治会で行われた行事や役立つ情報を載
せています。
4月 25 日発行の自治会便りはカラー写
真でご覧いただけます。ぜひ、ご意見、
ご要望をお寄せください。

http://nishishiba.p-kit.com　
※「西柴団地」と入力するだけでも検索
　できます。

●映画会鑑賞会のご案内
日時：6月 19日（日）
　　　午前 10時～／午後 2時～
上映作品：「旅情」
　　　　　監督／デヴィッド・リーン
　　　　　出演／キャサリン・ヘプバーン
　　　　　　　　他　
受  付  数：各 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・ホームページで

●バス通り清掃のお知らせ
日　　時：６月 25日（土）
　　　　午前 9：00～午前 11：30
集合場所：西柴団地自治会館
　　　　　または称名寺東公園
自分たちの地域の道路は自分たちの手
できれいにしましょう。小中学生など
ご家族一緒に多数のご参加をお待ちし
ています。
＊雨天の場合は翌 26日（日）
＊詳細は回覧でお知らせします。

（環境交通部）

●「組み立て式ゴミボックス」の
　　購入申込み募集
組み立て式ゴミボックスの購入申込み
を受け付けます。（無料）
申込締切日：6月 11日（土）
申　込　先：自治会館☎ 701 － 4961
詳細は自治会館にお問い合わせくださ
い。
ネットの購入申込みもご連絡ください。

（環境交通部）



今年度のこのコーナーでは、「身近な植物」を取り上げて、ご紹介していきたいと思います。
初回はスミレをお届けします。

　スミレは世界中に生育しています。私たちが知っているスミレは草花ですが、南半球のスミ
レは「草」ではなく「木」だそうです。
　北半球に進出するという環境変化で、木から草へと進化の過程をたどったといわれています。
　北半球のスミレは 400 種ほどが記録され、日本国内では約 60 種が生育しています。交配種
ができやすく、細かく数えると 220 種になるそうです。たとえば箱根地区では約 30 種弱が確
認されています。
　さまざまな名前があります。たとえば、アリアケスミレ（有明）、アケボノスミレ（曙）な
どはロマンティックな名前ですね。
　写真は「ヒナスミレ」（左）「キスミレ」（右）です。ヒナスミレはアオイスミレと共に、他
のスミレより一足早く咲き始めます。その可愛さからスミレのプリンセスと呼ばれます。
　またキスミレは、大陸系のスミレで、中国や朝鮮半島にも分布し、山地の日当たりのよい草
原に生える種です。

花の便り

木の便り
第１回

菫（スミレ）

◎定例会　5月 28日（土）12時～ 14時
内容：食事会・誕生会

　　　お話し「ガダルカナルの “いしぶみ ”」（嬉　昌夫さん）

　　　歌・唄　福寿会音頭・懐かしい歌など

　　　体操　　軽い体操で体をほぐしましょう

西柴団地福寿会の

お知らせ



　自治会会則第 13 条（会議）には「この会の会議は、組懇談会・組長会 • ブロック長会 • 役員会・
本部会・及び総会とする。」とあります。
　なかでも「組懇談会」は自治会組織の基礎単位であり、自治会を支える組内の意見 • 希望等
を取りまとめて組長会に提案することを役割としていますが、最も大切な役割は、組員が相互
に信頼して親睦と融和を図り、明るく楽しいコミュニティをつくり、大災害のときに助け合い、
困っている隣人を支え合う関係作りだろうと考えます。
　近年、組懇談会の開催も徐々に増えてきているようですが、まだ十分とは言えません。組懇
談会を新たに開催するには、「面倒くさいけど、一度やってみましょう」という組長の呼びか
けと数名の賛同者があれば十分です。モデルケースとして、最近開催された 2 例を紹介します。

〈例 1〉　6 ブロック 7 組　 軒数 20　 ( 独居 • 高齢で入院中 1、独居 • 高齢者 1)
（開催日）平成 28.2.25( 木）10：00 〜 11：30

 ( 場所）自治会館（出席者）7 名（組員の副会長も出席）
（議題）①当番組長の順番の確認　②ゴミだし
（コメント）

●自治会発足以来 40 数年ぶりに初めて開催。出席者は 7 名と少なかったが、自治会活性化 推
進費の支援（一人当たり 500 円）を得て茶菓を取りながらの懇談は良かったとの評価。今後年
1 回の開催予定。

〈例 2〉　5 ブロック 11 組 　軒数 16
（開催日）平成 28.3.27（日）10：00 〜 11：40 
（場所）自治会館（出席者）18 名（欠席 3、夫婦出席 5）
（議題）特別になく、家族構成を含めた自己紹介、バンダナパトロール、空巣の実例、防犯パトロー

ルなどの話題に関して懇談。
（コメント）

● 26 年から開催して 3 回目になるが、年々出席者が増えている。
●組長は面倒だが、途切れさせてはいけないとの思いで続けている。
●出席するのは面倒くさいと言う人もいたようだが、出席してとても楽しかったとの意見も多い。
●家が背中合わせでどういう人かわからなかったが、挨拶するようになった。
●スーパーに買物に行った際に荷物が多くて大変だなあと思っていたら、同じく買物に来てい
　た組内 の人の車に乗せてもらえた。　　　　　　　　　　　　　　　　        （広報部　太田）　

各部の活動 「組懇談会」ってな一に？

西柴団地福祉サービス

〜ふれあいサービス事業のご案内〜

◎ふれあい談話室（参加費 100 円）13：30 〜 15：00
　※ 6 月 10 日（金）
　※ 6 月 24 日（金）宮内体操

◎ふれあい編み物　13：00 〜
　※ 6 月 14 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〜
　※ 6 月  6  日（月）氏家さんの読み聞かせ
　※ 6 月 13 日（月）
　※ 6 月 20 日（月）親子体操
　※ 6 月 27 日（月）お誕生日会

〜講演会〜　

主　　　催：西柴団地福祉サービス
後　　　援：西柴団地自治会　生活サポート部・防災統括部

［災害時の食事］
日　　　時：平成 28 年 6 月 29 日（水）10:30 〜
場　　　所：西柴団地自治会館　１階　大広間
申し込み先：西柴団地福祉サービス　☎ 701 － 5080
申し込み期間：平成 28 年 6 月 1 日（水）〜
募   集   人   数：50 人（定員になり次第締め切り）
内　　　　容：・身近にある食材を使い炊飯袋で調理
　　　　　　　・新聞スリッパ
　　　　　　　・キッチンペーパーマスク

※ふれあい談話室、ふれあい昼食会にご参加時、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。

「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




