
1. 議案
①西柴団地自治会地区建定運営規則の
　制定について　　　　　　　　　承認
②建築協定運営特別委員会の設置について
　　　　　　　　　　　　　　　   承認
※上記は平成 28 年11月5日に新建築協

定が発効するのに伴い制定・ 設置される。
特別委員会は暫定的なもので、平成 29
年度総会での会則改訂の承認を得て常置
の「建築協定運営委員会」に移行する

2. 報告事項
①会計より平成 28 年度半期収支決算書

について説明があった。
②防犯部より　防犯カメラを将来導入す

る場合は、モニターで常時監視するもの
ではなく、いざという時にだけデータを
チェックできるものを検討しており、プ
ライバシーへの影響は少ないと考えられ
る。自治体からの補助金を得られるかど
うかということも含め、今後も会員の意
見を広く聞いて十分に検討していく。

③各ブロック長の呼びかけで、組長会が
続々開催中。会員からの意見・要望が
文書で報告されれば本部会でも検討し
ていきたい。

◆会長挨拶
　金沢区では 14 の地区に分かれて地域
活動を行っております。金沢東部地区
では地区連合町内会として西柴団地自
治会を含め８つの自治会が連携し活動
をしております。また地区社会福祉協
議会が福祉に関する活動を行っており
ます。恒例の「ふれあい秋まつり」を
地区連合町内会、地区社会福祉協議会、
公的委員、学校等が協力し、11 月６日

（日）に西柴中学校で催行します。皆様
の来場をお持ちしております。
　ところで、　良好な住環境の維持は自
治会の大きな役割の一つです。建物に
関する用途、形態、敷地等については
建築協定により決められており、これ
を守っていただくことにより街並みが
維持されております。一方建物以外の
付帯設備や生活マナーについては自治
会地域全体に適用される団地協定に定
められておりますが、協定に関連する
トラブルは往往にして起っております。
自治会としては協定の啓蒙に努めてお
りますが、皆様には他の人に対する配
慮の気持ちと寛容の精神を以って協定
を遵守していただき、良好な住環境の
維持にご協力をお願いします。
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がらのぞいてみませんか？
また、防犯情報として「金沢区安心安
全メールや金沢警察防犯特報 kanakei
メール」を載せています。被害に遭わ
ないためにも迅速な情報を利用しま
しょう。ぜひお役立てください。

「住みよい西柴」の応募メールも引き続
きお待ちしています。

（HP 委員会）
h t tp : / / n i sh i sh iba .p - k i t . c om/

●防犯情報
市役所や区役所の職員を装った者から「あ
なたに医療費の還付金があります。期限
が今日までなので、ATM を操作して手続
きを行ってください」という電話がありま
した。ATM を操作して還付金が受け取れ
ることは絶対にありません。このような電
話はまず詐欺を疑い、必ず警察や自治体
に相談してください。　　　　　（防犯部）

●消火器の購入・不用消火器の
　引き取り等のご案内

受付期間：10 月 26 日 ( 水 )
　　　　　〜 11 月 26 日 ( 土 )
申込方法：自治会館に連絡ください。
☎ 701-4961
アドレス；nisisiba4@yahoo.co.jp
＊詳細は回覧をご覧ください。

（防災統括部）

●餅つき大会のお知らせ
日　　時：12 月３日 ( 土 )
　　　　　午前 11 時 30 分〜午後 1 時
場　　所：西柴団地自治会館
杵つき餅の美味しさを味わってみません
か？
自分でついた、つきたての熱々は格別 !!
あんこ・磯辺・きな粉餅……豚汁もありま
す。大人も子供も、大人の方だけの参加
もどうぞ。
☆ボランティアさんも募集中です。

（行事部）

●映画会鑑賞会のご案内
日　　時：11 月 20 日（日）
　　　　　午前 10 時〜／午後 2 時〜
上映作品：「めまい」
　　　　　監督：アルフレッド・ヒッチコック

　　　　　出演：ジェームズ・スチュワート他

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。

●自治会の知りたいことは
　ホームページをのぞいてみましょう
自治会行事の当日開催の有無や「東部
連町　ふれあい秋祭り」など西柴団地
周辺のイベントを掲載しています。ホー
ムページで内容を確認してお散歩しな

◎定例会　11 月 26 日（土）12 時〜 14 時
　食事会、誕生会。歌・唄、軽い体操
◎区老連主催「趣味の会」作品展
　11 月 4 日（金）〜 8 日（火）　いきいきセンター 3 階にて開催
◎金沢東部　ふれあい秋祭り
　11 月 6 日（日）　西柴中学校にて開催
　70 歳以上の方には敬老のお祝い（赤飯）を差し上げます

西柴団地福寿会の
お知らせ



　すっかり秋色の西柴団地です。今日は
秋の草花を求めてバス通りを歩いてみま
した。時間にして５分ほどでしたが、た
くさんの植物を見つけました。
　メヒシバ、オヒシバ、アキメヒシバ、エ
ノコログサ、キンエノコロ、アキノエノ
コログサ、クワクサ、アキノノゲシ、チ
チコグサモドキ、メリケンカルカヤ、ネ
ズミノオ、ホトトギス、ススキ、ヨモギ、
カタバミ、ウスアカカタバミ、カニクサ、
カヤツリグサ、ナルコビエ、ヤマノイモ、
オオバコ、スズメノヒエ、ツユクサ、イ
ヌタデ、イヌビユ、ヒカゲイノコズチ、
ヤブカラシ、コニシキソウ、ヘクソカズラ、
ヒメムカシヨモギ、ノボロギク……ざっ
と数えても 30種を越えます。

　春になると、かわって登場するのが、
オオイヌノフグリ、スミレ、ヒメウズ、
ヒメオドリコソウ、オランダミミナグサ、
ノゲシ、ハコベ、トキワハゼ、セイヨウ
タンポポ、ハルジオン、ヒメジョオン等
の草花です。彩り華やかな可愛い花で私
たちの目を楽しませてくれます。

　“雑草 ”の一言で片づけがちですが、名
前のない草花はありません。散歩の傍ら、
足元の草花に目を向けてみるのも楽しい
ものです。

　（広報部　藤城）

花の便り

木の便り
第5回

秋の草花

）

▲ホトトギス

▲エノコログサとアキノエノコログサ



　

　「総務部って何するの？」
　「会社の総務って言えば、いろいろなことするイメージよねぇ」
　「結局は裏方さんのなんでも屋ってことぉ？」
　「いいえ、組織を支える『縁の下の力持ち』なのよ！　きっと !!」 

　　総務部は、自治会の行事やイベントを主となって開催することはないため、表に出ることが
少なく、皆さまには存在の印象が薄いかもしれません。今回はそんな総務部を取り上げていた
だけるちょうど良い機会となりましたので、ここに活動の一端をご紹介いたします。

　　メンバーは各ブロックから１名ずつの９名で、主に毎月の定例本部会を始めとした各種会議
の運営と記録を行っています。他にも自治会活動のサポーターとして広くかかわりますので、
繁雑になりがちな活動案内や担当の割り振り、各自の予定確認といった連絡や相談事には電子
メールを活用し、全員の時間を合わせた集会は行わずに負担を軽減しています。

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 13：30 ～ 15：00（参加費 100 円）
　※ 11 月 11 日（金）
　※ 11 月 25 日（金）
◎れあい昼食会 12：00 ～（参加費 500 円）
　※ 11 月 18 日（金）
　◎ふれあい編み物　13：00 ～
　※ 11 月  8  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～
　※ 11月  7  日（月）氏家さんの読み聞かせ
　※ 11月 14 日（月）
　※ 11 月 21 日（月）親子体操
　※ 11 月 28 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

総務部

　　私たちは、自治会の『縁の下の力持ち』として９人で力を合わせ、“目立たず ”活動してい
ますが、自治会に携わる多くの方々とふれあい、お知り合いになれるとても充実した日々を送っ
ています。これからも住民の皆さまのご理解とご支援をよろしくお願いいたします。

会議の受付

議事録の作成議事録の作成

会議の受付




