
1. 議案
①西柴団地防犯パトロール運営委員会設置要

網の改定について
　現状組織との文言等の食い違いのため平成

28 年 9 月 17 日付で改定。　　　　  承認
②自治会館のガス給湯器の交換について
　老朽化に伴い、交換する。　　　　　承認

2. 報告事項
①防災統括部より
　災害時の公的避難場所について
　大地震の時は西柴小学校。
　大雨、土砂災害の時は西柴中学校。
　「土砂災害」時に「いっときの避難場所」と

して西柴団地自治会館を利用可。
②自治会館の耐震補強工事について
　11 月 19 日までの予定で進行中。
③西柴小地域防災拠点の備蓄資材の保管状

況の確認について
　8 月 13 日に土砂災害時の影響を考慮し、

西柴小学校の崖下の屋外倉庫から C 棟 3
階の防災倉庫へ、備蓄品の一部を移設・
運搬作業を行った。また、夜間訓練を実施
した。

④各ブロック長の呼びかけで、組長会が続々
開催中。

⑤猫の糞尿が近隣に迷惑をかけているという
苦情が多い

◆会長挨拶
　本年度も半期を終えようとしております
が、この間自治会に関わる多くの方が入
れ替わり、また自治会最大のイベントで
ある夕涼み会の催行に注力する必要があ
りました。従ってこれからの数か月が自
治会活動を進める重要な時期となります。
自治会は住民の総意によって成り立って
おりますので、皆様のご意見をいただくこ
とが何より重要と考えております。
　まず組長会、組懇談会等を開いていた
だいて忌憚のない議論をお願いします。
特に組懇談会の開催にはハードルがある
ようですが、近隣の皆様がお知り合いに
なることが安全・安心なまちづくりの礎と
考えます。自治会としても防犯パトロール
やバンダナパトロール等を通して地域の
活動の充実に努めておりますが、地域の
活動について議論をお願いします。
　また、最近では組長および部員を引き
受ける負担感から退会を申し出る方も増
えるなど、担い手の減少により自治会活
動の継続が憂慮されます。現在役員会を
中心に組織、事業の見直しを進めており
まが、自治会の担い手に関しても議論を
お願いします。その他ご意見、ご要望を
いただきたく思います。
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トキワクリエイティブ
株）ビアレ横浜

●映画会鑑賞会のご案内
日　　時：10 月 16 日（日）
　　　　　午前 10 時～／午後 2 時～
上映作品：「人生の約束」
　　　　　出演／竹野内豊・江口洋介　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。

●西柴小学校で防災訓練！！
日　　時：10 月 23 日（日）
　　　　　午前 10 時～ 12 時
　　　　　＊雨天でも開催します
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。
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）

●防犯情報
日本年金機構の職員を騙り、預金額等を
聞き出そうとする詐欺の前兆電話がかかっ
ています。日本年金機構が預金額等を確
認することはありませんので、そのような
電話には騙されないようにしましょう。

●夕涼み会の御礼
第 42 回夕涼み会は、天気の心配もなく
開催でき、大盛況に終わりました。
毎年、協力してくださるボランティア
の皆様、および各部の皆様、並びにご
参加くださいました皆様に御礼を申し
上げます。今年は、おやじバンド「ワ
ンウッド・ブルースバンド」、ゲーム「フ
ライングゲット」が加わりました。楽
しんでいただけましたでしょうか。
最後にご寄付を頂戴しました諸団体の
皆様に感謝申し上げます。
≪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
谷津坂西部町内会
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
東部地区青少年指導員協議会
金沢東部地区民生児童委員協議会
岩室酒店
トラットリア・ルポ
京急メモリアル金沢文庫斎場
金沢工務店 
セレモホール金沢文庫

◎定例会　9 月 24 日 ( 土 )12 時～ 14 時
　食事会、誕生会。歌・唄、軽い体操
◎平成 28 年度下期会費（1,000 円）を各ブロック幹事がいただきに伺

います。
◎定例会　10 月 22 日 ( 土 )12 時～ 14 時

西柴団地福寿会の
お知らせ



　ハキダメギク（キク科コゴメギク属）は、大正時代に日本に入り、都会周辺
から山地にいたるまで広く生育しています。牧野富太郎博士が世田谷の掃き溜
めで発見したことからこの名がついたといわれます。全体は柔らかい感じでほ
ぼ１年中白い小さな頭花を咲かせ続けます。10㎝～ 30㎝ほどの小さな 1年草
です。ロンドンやニューヨークという大都会の道端でも見かけるほど頼もしい
植物です。花言葉は「不屈の精神」だそうです。なるほど納得です。
　ペラペラヨメナ（キク科ムカシヨモギ属）は、1949 年に国内で初めて、京
都で確認されました。葉が比較的薄く、ヨメナに似た花をつけるのでこの名が
つけられたそうです。関東以西の河川や石垣などに生育している耐寒性多年草
で初夏から晩秋まで咲いています。仲間のヒメジョオンやハルジオンに似てい
ますが茎が細く匍匐し、石垣に無数に垂れ下がった可憐な姿は目を引きます。
　花は白から赤に変わるために、同じ株に紅白の花が見られます。このことか
ら「源平小菊」とも呼ばれます。また、休むことなく咲き続けて私たちの目を
楽しませてくれるので「無休菊」とも呼ばれます。園芸店では「エリゲロン」
の名で販売されています。
　花言葉には「遠くから見守ります」や「移り気」などがあります。移り気はきっ
と花の色が変わることからきているのでしょう。　　　　

（広報部　藤城）

花の便り

木の便り
第4回

ハキダメギク／ペラペラヨメナ

▲ペラペラヨメナ ▲ハキダメギク

今月は可愛い花をつける帰化植物２種を紹
介します。



◆防災訓練では、消火器の使い方、便利な防災グッズの紹介など防災に役立つ知識を得ることが
できます。また、「避難所ってどんなところ？」を実際に知っていただく良い機会です。

◆大地震が起きたとき、大雨になったとき、『いざとなったら避難所へ！』。そう思って、安心し
ていませんか？

◆しかし、避難所の収容人員は限られ、食料や生活必要物資の備蓄量にも限度があります。
◆最近、より良い避難形態として、住民は極力自宅避難で上手に乗り切り、避難所はその支援拠

点としての機能を充実することがクローズアップされてきました。
　そしてそれを可能にするのは「自助」、すなわち各世帯での日頃からの防災の備えです。
　たとえば、
　①自宅の耐震性の確認・補強
　②家具の固定など危険要素の除去
　③水・食料の一定期間分の備蓄
　④ 便利な防災グッズの用意　など

防災統括部からのメッセージ

防災訓練で知る「自助」の大切さ !!

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）
　※ 10 月 14 日（金）
　※ 10 月 28 日（金）

◎ふれあい編み物　13：00 ～
　※ 10 月 11 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～
　※ 10 月  3  日（月）氏家さんの読み聞かせ
　※ 10 月 17 日（月）
　※ 10 月 24 日（月）親子体操
　※ 10 月 31 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

10 月 23 日は西柴小地域防災拠点の防災訓練

◆防災訓練に合わせてバンダナ・パトロール（以下バンパト）の実施が計画されています。バン
パトは大地震などで被災したとき、ご近所同士で安否を確かめ、必要があれば助け合って避難
をするというもので、すべての住民の方に身に着けてほしい地域防災の基本動作です。

　バンパトでの安否確認訓練に加え、西柴小避難所への避難誘導訓練を実施します。
　地域防災拠点での防災訓練と連動することで、地区から避難所への避難行動を実際に体験し「避

難所」についての理解をすることで、『自助』の大切さを実感していただけるはずです。一人
でも多くの方が、バンダナ・パトロールと避難訓練に参加されるよう、願ってやみません。

バンダナ・パトロールに積極的に参加を !!

「自助」の取組みについては、
自治会の「防災ニュース」や「家庭防災マニュアル」でお知らせしています。自治会館にて

「おすすめ防災グッズ」の紹介・展示をもしていますので、どうぞご活用ください。（ホーム
ページにも掲載しています）




