
1. 協議事項
　西柴小学校地域防災拠点運営委員会
委員の委嘱について提案があり、承認
された。
運営委員数約80人、組織の内訳は本部・
情報班・避難者管理班・環境衛生班・
食料物資班・救護班・学校再開準備班。
震度５強以上の地震等の災害発生時に、
西柴小を拠点として開設する訓練等を
自治会防災組織と連携して行っていく。
＊今年度の地域防災拠点訓練は 10 月
23日（日）10時～ 12時　西柴小にて

２. 報告事項
①自治会館の耐震補強工事について
　区役所への申請は予定通り進行中。
②	熊本地震義援金募金を 6月 20 日で、
締め切りました。

③	ホームページ運営委員会より
　開始から 3年経過し自治会の有効な
情報発信として定着してきています。

◆会長挨拶
　７月30日に当自治会最大のイベント
「夕涼み会」を開催します。例年 2000
人以上の方に楽しんでいただいており
ますが、夕涼み会の催行は自治会関係
者やボランティアの多くの方々の努力
に支えられております。今年もトラブ
ルなく楽しい夕涼み会が催行できます
よう、皆様のご支援をお願いします。

※
　ところで、熊本地震の傷もまだまだ
癒えず、終息にも至っておりませんが、
横浜は大きな地震の発生確率が非常に
高いと言われており、備えを怠ること
はできません。
　これに対する自治会の取り組みです
が、第一に各家庭における自助に対す
る啓蒙を継続していきます。第二に隣
近所が助け合う共助の中心をなすバン
パト活動の充実に努めていきます。第
三に西柴小学校の地域防災拠点運営の
レベルアップを図っていきます。
　防災拠点は発災時には避難所として、
また自治会の対策本部として、行政と
地域住民の要となり活動します。
　皆様には日頃からの備え、またバン
パト訓練や拠点訓練への積極的な参加
をお願いします。
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夏です！ とにかく「水」を飲みましょう！！
6月度定例本部会報告

（開催日6月18日）



●熊本地震災害義援金募金
自治会館に設置された募金箱に６月 20
日現在 41,143 円の義援金が集まりまし
た。日本赤十字社を通じて被災された
皆様にお届けします。ご協力ありがと
うございました。

●防犯情報
①６月１日（水）夜中に西柴２丁目で、

家人が 2 階で就寝中に１階リビング
の無施錠の窓から侵入され、現金を
窃取されました。

　ゴミ出しや庭のお手入れ中など少し
の間の外出時にも注意しましょう

②金沢区役所のイシカワを名乗る者か
ら、「金沢区役所です。２月ころに通
知を送りましたが確認していただけ
ましたか。医療費の還付金がありま
すので、口座を教えてください」等
と電話がありました。

　区役所などの公的機関が ATM を介し
て過払い金を払い戻すことはあり得
ません。

　騙されないように気をつけましょう。
（防犯部）

●蚊の発生駆除にご協力を
植木鉢の受け皿や小さな水たまりにも
ボウフラが発生します。梅雨の時期に
入り、いっそうのご注意をお願いしま
す。

（環境交通部）

●映画会鑑賞会のご案内
日時：7月 17日（日）
　　　午前 10時～／午後 2時～
上映作品：「ブリット」
　　　　　出演／スティーブ・マックイーン　　　　　　　
　　　　　　　　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

●西柴団地自治会ホームページより
　お知らせ
西柴団地の好きなところ・アピールし
たいところを皆さんから募集します！
応募はメール、FAX、郵便、自治会館に
持参でお願いします。
応募方法
①件名に「住みよい西柴の応募」と記
載

②応募される本人の住所・氏名を書く
（公表しません）
③西柴団地の好きなところ、自慢でき
るところを書く

④送り先
　メール：nisisiba4@yahoo.co.jp　
　FAX：045-701-4961
　住所：金沢区西柴 4-1-11
　　　　西柴団地自治会館
　　　　「ホームページ係」まで
応募いただいた内容はホームページで
紹介していく予定です。

◎定例会　７月２３日（土）１２時～１４時
内容：講演会　「オレオレ詐欺について」　金沢警察署生活安全課　長谷川課長

　　　食事会・誕生会

　　　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



今号では、いささか時季
外れではありますが、「サ
クラ」の話題をお届けし
ます。

　日本の文化になくては
ならないサクラですが、
原産地はヒマラヤ近辺と
いわれ、北半球の温帯に
広く分布する、バラ科サ
クラ属の植物です。実は、
ウメやアンズやモモ、そ
してアーモンドもサクラ
の仲間です。花が似てい
ますよね。かたや、サク
ラなのにサクラの花を想
像できないのはウワズミ
ザクラやイヌザクラです。
また、フサザクラはサク
ラと名はついていても別
種の植物です。

　サクラは野生種と栽培
品種を合せると 300 種類以上に及びます。もっとも、実際に私たちが目にするものはそれほ
ど多くはありません。そのなかでも、ソメイヨシノ、ヤマザクラ、エドヒガシ、カワズザクラ、
フユザクラ、ヤエベニシダレ等はよく知られています。
　自然交配も含めた交配種も多く、鎌倉には “ タマナワザクラ ”（ソメイヨシノ発の園芸品種
の一種）があります。

　名前の通り 10 月に咲くジュウガツザクラ。暖地では冬の間も咲き続けるフユザクラ。花弁
が淡い黄緑で緑の筋が入る “ギョイコウ ”。淡い黄色い花が咲く “ウコン ”。一般的に枝垂れ桜
と呼ばれる “イトザクラ ”。葉を桜餅に使う “オオシマザクラ ”。
　はたまた花を塩漬けし桜湯の材料にする “ カンザン ”。富士箱根地方特有（フォッサマグナ
要素）のマメザクラやオオシマザクラ。イギリス生まれの園芸品種 “ オカメ ”。成長しても大
人の背丈ほどにしかならない “アサヒヤマ ”など、サクラにもいろいろあるのです。  

（広報部　藤城）

花の便り

木の便り
第2回

桜（サクラ）



　　
　行事部はいま、自治会行事の最大イベント「夕涼み会」に向けて準備を進めています。各担
当者はゲーム内容を練り、参加者に喜んでいただける「宝くじ」の景品を模索し、抽選会の進
行スケジュールを打ち合わせ、盆踊りを華やかに盛り上げるため参加者の皆さんとの練習に力
を入れるなど、全ての準備に怠りなきよう日々、試行錯誤しています。　
　お楽しみいただくイベントとしては、抽選会や宝くじが人気です。毎年好評のビアガーデン
や食べ物屋さんも増えました。出し物では幼稚園・保育園の園児の皆さんの可愛い踊り、小学
生によるソーラン節、中学校吹奏楽部の参加に加え、今年は地元で活動する「親父バンド」が
初見参で、盛り上げてくれます。皆様のお越しをお待ちしています。

　さて、こうした夕涼み会ですが、私たちだけの力では開催はできません。当日、早朝からテ
ントを張るなど会場設営をしてくださり、終了後も会場の片づけをして下さるボランティアの
皆様が、夕涼み会の成功にとって不可欠な存在です。
　毎年、子どもたちの笑顔や、久しぶりに集まる家族やお知り合いとの楽しい交流のために部
員、ボランティア一丸となって頑張っています。ただ、ボランティアも高齢化が進んでいます。
若いお父さん！　はたまた夕涼み会で久しぶりに会った高校生や大学生の仲間同士で、夕涼み
会を支える一員になりませんか？　「我こそは」と思う方は、お気軽にお申し出ください。

日時　7 月 30 日（土）　午後 4 時半～ 8 時半
場所　称名寺東公園スポーツ広場
＊雨天の場合は 7 月 31 日（日）に順延。
＊両日とも雨天の場合は、31 日午後 1 時～ 3 時、西柴小学校体育館にて開催

※
　さらに行事部では、ラジオ体操も開催いたします。大人も子供も朝から身体をほぐして、暑
さに負けない軽やかな１日を過ごしましょう。ラジオ体操カードの用意や最終日には参加賞も
あります。

日　時：7 月 23 日（土）～ 29 日（金）午前 7：00 ～
場　所：西柴第 1 公園・スポーツ広場（二会場にて同時開催）

※
夕涼み会・ラジオ体操　共にボランティアを大募集中です。
詳細は、自治会館まで　☎ 701-4960　nisisiba4@yahoo.co.jp

各部の活動  「行事部」夕涼み会に向けて頑張っています！！

西柴団地福祉　〜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
　※ 7 月  8  日（金）七夕
　※ 7 月 22 日（金）宮内体操
　・申し込みは必要ありません。直接自治会館にお越しください。

◎ふれあい編み物　13：00 ～
　～ご寄付いただいた毛糸を作品に仕上げています～
　※ 7 月 12 日（火）

◎ふれあい昼食会（参加費 500 円　）12：00
～手作りの温かい昼食を用意してお待ちしています～
　※ 7 月 15 日（金）
　・申し込み制です。

◎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～
　※ 7 月  4  日（月）氏家さんの読み聞かせ
　※ 7 月 11 日（月）
　※ 7 月 25 日（月）お誕生日会

※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


