
◆報告事項
①巧妙化し多発する振り込め詐欺等の
　防犯情報について
自治会からもできるだけ注意喚起して
いくが、「kanakei（かなけい）メール」
（金沢警察防犯特報）*1 や金沢区安
全安心メール *2を利用するなどして、
各家庭でも十分注意しましょう。

②集中豪雨による土砂災害の避難勧告
　等について
より的確に周知するためにホームペー
ジの活用等を検討していく。

③平成 28年度第１四半期収支決算書に
　ついて会計より説明があった
④バス通り清掃
雨で 6月26日（日）に延期されたが
82 名の方々が参加し無事終了した。　
＊ご協力ありがとうございました。

◆会長挨拶
　まず防犯に関してですが、振り込め
詐欺等の被害が今年も増加の一途です。
金沢区では５月末までの被害が 13 件、
総額 8500 万円（対前年 3800 万円増）
になっています。手口が多様、かつ巧
妙になり警察、金融機関等だけでは対
策が難しく、官民一体の「振り込め詐
欺等対策協議会」が発足しました。振
り込め詐欺等の犯罪防止には各家庭で
の日頃からの用心が基本ですが、自治
会としても速やかな情報の提供や注意
喚起のための広報等に取り組んでいき
ます。また住宅街の防犯カメラの設置
に関し行政は本年度より本格的に取り
組む方針を打ち出し、補助金の増額も
決めています。当自治会としても設置
に関わる諸課題を検討し、住民の皆様
からのご意見もいただき自治会として
の方針を決めていきたいと考えていま
す。
　次に防災に関しては、震災に備える
ことに加えて集中豪雨による土砂災害
への警戒も怠ることができません。先
日の豪雨では７ブロックの対象区域に
避難勧告が出されました。自治会とし
ては連絡網や避難対応について取り組
んでいきます。
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夕涼み会（7月30日（土）4時30分～8時30分）に参加しよう！
7月度定例本部会報告

（開催日7月16日）

*1 金沢警察署が犯罪の発生時に区民にできる限り
早く情報を伝えるための情報ネットワーク

　 登録方法：kanakei.110@arrow.ocn.ne.jp に空
メールを送信する

*2 金沢警察署から提供された前日の身近な犯罪発
生状況、緊急時の防犯特報を金沢区が提供。

　 登録方法：anan-kz-request@ml.city.yokohama.jp
に空メールを送信する。件名欄に「subscribe」
と記入



●この音は「もしかして騒音？」
窓を開けることも多くなる季節になり
ました。音楽を聞いたり、テレビを観
たり、あるいは楽器を演奏したり……
生活をするにはどうしても「音」が伴
います。掃除機や電動芝刈り、自動車
やオートバイの整備なども、長時間に
渡ったり、あるいは早朝や夜間など時
間によっては騒音と感じ、健康を害す
る方もいます。お互いに気をつけましょ
う。　　　

　（環境交通部）

●防犯情報
①横浜市立みなと赤十字病院職員をか

たり、「１週間前にあなた名義の保
険証を持って検診を受けた方がいま
すが、保険証の期限が切れています」
などと話し、個人情報を聞き出そう
とする不審な電話がかけられていま
す。

　「個人情報を確認するために、病院か
ら個人に電話をすることはありませ
ん」

②音声ガイダンスを利用した振り込め
詐欺の電話が複数確認されています。

　電話でお金の話が出たら「詐欺」と
考え、警察や家族等に相談しましょ
う。

（防犯部）

●映画会鑑賞会のご案内
≪８月の映画鑑賞会は、お休みです≫
≪ 9月の映画鑑賞会≫
日時：9月 18日（日）
　　　午前 10時～／午後 2時～
上映作品：「ふしぎな岬の物語」
　　　　　出演／吉永小百合　　　　　　　
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。

●「敬老の日」にお祝いを贈呈
敬老の日を迎えるにあたり、ささやか
ではありますがお祝いをお届けします。
（お祝い金：5000 円）
≪対象者の年齢≫
喜寿：77 歳
昭和14年1月1日～12月31日生まれ
米寿：88 歳
昭和 3年 1月 1日～ 12月 31日生まれ
白寿：99 歳
大正 6年 1月 1日～ 12月 31日生まれ
百歳以上
大正 5年 12月 31日以前に生まれた方

対象の方は、自治会館にご連絡くださ
い。
申込締切日：9月 10日（土）
≪贈呈方法≫
・敬老の日前後に民生委員がお渡しします
・申込期限が過ぎても贈呈いたします

◎定例会　8月 27日（土）12時～ 14時
◎バス旅行　9月 16日（金）
　ロイヤルウイング　ランチクルーズ＆イギリスガーデン
◎定例会　9月 24日（土）12時～ 14時

西柴団地福寿会の
お知らせ



梅雨空に映えるアジサイの花は、清涼剤のよ
うに爽やかです。

　アジサイの花は両性花と装飾花からできて
います。雄しべと雌しべを持つ両性花はあま
り目立ちません。一般に花と言われている部
分は萼片（がくへん）が大きく発達したもの
で装飾花と呼ばれます。目立つ装飾花につら
れてやってきた虫は、受粉を手伝ってくれる
といわれます。
　アジサイの原種とされるガクアジサイは中
心部の両性花の回りを装飾花が縁取ります。
そのさまがまるで額縁のように見えるのが名
前の由来となっています。すべてのアジサイ
が装飾花を持っているわけではなく、コアジ
サイにはありません。
　アジサイの呼び名は一部のアジサイ属植物
の総称です。日本原産のガクアジサイをはじ
め（ホン）アジサイ、ヤマアジサイ、ツル
アジサイ、エゾアジサイ、タマアジサイ等は
よく知られていて、日本国内のアジサイは約
100 種あります。観賞用に広く栽培され、多
くの品種が作りだされています。古くは、シー
ボルト等により国外へ持ち出されたアジサイ
が、今では品種改良され逆輸入されています。
　ところで、アジサイの葉は有毒です。吐き
気や頭痛を起こし重篤になる場合もあるそう
です。気をつけましょう。

（広報部　藤城）

花の便り

木の便り
第3回

紫陽花（アジサイ）

自治会館夏休み　
8月 15 日（月）
～ 8月 18 日（木）

＊ 8 月の自治会便りは、お休
みです。

▲ガクアジサイ

▲コアジサイ



　　
　
　ホームページ（HP）を開設してから約 3年が経ち、訪問者数は、38,000 を超え、自治会の
有効な情報発信として定着してきています。
　掲載内容は、自治会各部門・委員会の活動・関連諸団体の活動を中心に自治会の行事・建築
申請・(店舗 /近隣施設 /同好会の )紹介・行政機関へのリンクなど多岐にわたっています。そ
の中から、何件かトピックスを紹介します。

各部の活動
 「ホームページ運営委員会」

 西柴団地自治会の情報発信を担っています

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

◎ふれあい編み物　13：00 ～
　＊ 8月はお休みです

◎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～
　※ 8 月  1  日（月）読み聞かせ・手遊び・歌
　※ 8 月  8  日（月）
　※ 8 月 15 日（月）＊お盆でお休み
　※ 8 月 22 日（月）　
　※ 8 月 29 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。
※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

☆西柴団地の四季写真集

西柴団地の 10～ 20 年ほど前の

四季の風景が見られます。春に

は桜のトンネルが見られ、新金

沢八景にも選ばれました。

☆会員からの投稿　　

「称名寺庭園」春・夏・秋・冬

四季折々の美しい風景写真の投

稿です。皆さまからの投稿ペー

ジです。応募をお待ちしていま

す。

☆近隣風景：八景島

アジサイ祭り・丘の上のバラ園・

水族館など、四季折々の写真を

掲載しています。

☆募集

「住みよい西柴」をテーマに　文章・

キーワード等を募集しています。住

んでいる皆さんの知っているこの街

の良さを教えてください！　順次掲

載します。

【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

　その他　イベント・集会などの
荒天時の早朝に、イベント可否の
緊急連絡網としても利用されてい
ます。
　当 HPは、西柴団地自治会自身
の、そして皆様のホームページで
す。さまざまにご活用ください。

　●予告「敬老のお祝いの会」を９月９日（金）に実施します。ご参加ください。




