
1. 協議事項
①自治会活動、組織の見直しについて
　高齢化に伴い、輪番制の組長は引き受

けても部員等まではできないとの意見
が会員から頻繁にあがっていることか
ら、以下のような対応を検討していく。

・部員、委員、ブロック長、副ブロック長
は原則 80 歳未満の方とする。

・回覧物の受領・配布などを副ブロック長
の仕事とし、ブロック長の負担を軽減する。

・各部員数を減らしていく。
②役員候補者等推薦委員の選出方法の

改善については、規則を一部改訂し全
体で協力していく

2. 報告事項
①防犯部より
・防犯カメラについて県警等のアドバイス

を得ながら調査・検討中。
・防犯パトロール員へのアンケートを実施

する予定です。
②各ブロックでの組長会の開催が盛況で

す。
③ 11/5 発効の新建築協定書・関係書類

は 12 月中旬から各家庭（加入者）に返
却されるので各自保管してください。

◆会長挨拶
　10 月 23 日の西柴小学校地域防災拠点
訓練には多くの皆様に参加をいただき充
実した訓練ができました。この訓練を地
震への備えを新たにする契機にしていた
だくようお願いします。
　さて、本年度も新体制になって半年が過
ぎましたので重点事業の進捗を報告します。
　第１に、新建築協定は市長の認可を得て
11月５日に発効しました。これに合わせ建
築協定運営特別委員会も発足しました。多
世代の住む街に向けて運営をしていきます。
　第２に自治会館の耐震補強工事および
外壁等の塗装工事ですが、市からの補助
金も得て 10 月末に完工しました。地域の
拠点として安心して使っていただける自治
会館になりました。
　第３に防犯対策の一環として防犯カメラ
を設置する検討を進めております。設置
案を作成の上、ご意見をいただき結論を
出すことにしたいと考えております。
　第４に自治会の担い手が年々減少する
状況に鑑み、自治会のあり方の見直しを
始めました。役員候補者推薦委員の選出
方法の改善、部員選出に関わる定年制の
導入、夕涼み会実行に関わる委員会の設
置等に関して具体案を作成の上ご意見を
いただき実施することを考えております。
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木枯らしの季節です。火の用心、風邪用心
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●下期自治会費納入のお願い
12 月 15 日（木）三井住友銀行の口座
から、自治会費 2700 円＋防犯防災等
協力費 900 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
いたします。なお、防犯防災等協力費
は非会員の方にも納入していただいて
います。
口座引き落としの手続きをされていな
い方は、12 月 15 日（木）までに自治
会館にご持参ください。

（会計）

●自治会館事務室　年末年始のお休み
12 月 28 日（水）～ 1 月 4 日（水）

●第 1・３・５公園愛護会が
　表彰されました
公園の清掃・花壇の整備など　日頃から
の地道なご努力に感謝します。
新しいメンバーも募集しています。

●防犯パトロールのアンケートを実施
パトロール員の方にアンケートを行い、今
後の防犯活動に役立てます。ご協力くださ
い。新しいパトロール員も募集中です。　　　　　　　

（防犯部）

● 350 人が参加して、防災訓練を開催
10 月 23 日（日）10 時から、西柴小学
校で地域防災拠点運営委員会（西柴団地
と横濱サウスの両自治会の住民や、西柴
小の先生などで組織）主催による、防災
訓練が行われました。
地域防災拠点の運営、自助と近助の体験、
家庭の備えについて、14 種類の訓練や
展示を行いました。
今回の目玉は [ 家庭の備え ] でした。消
火訓練や家具固定器具・電源遮断器・簡
易トイレ等の展示の横では熱心に質問す
る方もいました。
大地震等に備え、家具の固定、非常用ト
イレや非常食の用意も必要ですが、一番
怖いのは火事です。特に通電火災（電気
が復旧したときに起こる火災）は要注意で
す。電源遮断器等の防災グッズを 12 月
10 日まで自治会で申込受付中です。斡旋
の詳細と訓練の様子は、次の防災ニュー
ス No19 をご覧ください。

（防災統括部）

●映画会鑑賞会のご案内
日　　時：12 月 18 日（日）
　　　　　午前 10 時～／午後 2 時～
上映作品：「ドライビング・Miss デイジー」
　　　　　出演：ジェシカ・タンディ

　　　　　　　　　 モーガン・フリーマン他

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。

◎定例会　11 月 26 日（土）12 時～ 14 時
　内容：食事会：誕生会：歌・唄　福寿会音頭・懐かしい歌等
　　　：体操　軽い体操で体をほぐしましょう

◎定例会　12 月 10 日（土）12 時～ 14 時

西柴団地福寿会の
お知らせ



　カエデは、日本では 27種類が自生しているといわれます。色鮮やかに紅葉し最も
ポピュラーなのはイロハモミジ（イロハカエデ）。手のひら型の葉形が多いなかで、
ヒトツバカエデやチドリノキのように切れ込みのない葉を持つものや、メグスリノ
キのように複葉を持つものもあります。カエデの語源は蛙の手から来ているといわ
れます。ただし、たとえばカナダ国旗に描かれているサトウカエデ（樹液がメープ
ルシロップになる種）は雪の結晶に似ています。日本にも、それとそっくりのカジ
カエデがあります。またカエデ属では珍しく常緑なクスノハカエデ（沖縄）、オオイ
タヤメイゲツという風流な名を持つカエデなどもその種特有の形をしています。
　カエデ属の植物的特徴は２つです。一つは葉が対になって生えていること（対生）、
もう一つは果実に２つの翼を持つこと（翼果）。子供の頃、この翼果でヘリコプター
遊びをした人もいるでしょう。花ことばは「美しい変化」です。芽ぶきから青葉そ
して紅葉への過程を見ているような花言葉です。
　コブシは、早春に他の樹木に先がけ真っ白な花をつけます。意外に知られていな
いのが果実です。秋に子供の手のひら大の実をつけます。この実の大きさと凸凹が、
まるでこぶし（拳）のように見えるということでコブシの名がついたそうです。組
み込まれたように真っ赤な実がたくさんついた姿は少々グロテスクですが、子孫を
残すための巧妙な仕組みがあります。熟すと、赤い実は細い糸のようなものを出し
てぶら下がります。そのまま落下する実もあれば空中でゆらゆらゆれて鳥に採食さ
れるのを待っている実もあります。首尾よく鳥に見つけてもらい採食されれば大成
功。遠くまで運ばれた実はその地で発芽します。生育範囲を拡大して子孫を残すこ
とができるのです。花言葉は友愛、友情です。　　　　　　　　　（広報部　藤城）

花の便り

木の便り
第6回

カエデとコブシ

）

▲カエデの翼果 ▲コブシの実



　

防犯部の役割は、
①防犯灯の設置と維持管理に関すること
②防犯活動に関すること
　と定められています。

　防犯活動の中で最も大きな取組みは、有志の皆様に支えられ安心・安全なまちづくりに寄与し
ている実績10年の防犯パトロールです。この防犯パトロールに関することが防犯部の主要な仕

事で、年2回、参加者にお配りしている
パトロール表を作成し、防犯パトロール
への参加呼掛けも行っています。
　また、今年度上期には、防犯パトロー
ル実施要綱を現状に即した内容に改定
しました。下期には、防犯パトロール
の現状把握のための参加者全員を対象
にしたアンケートを予定しています。
西柴団地が誇る住民による住民のため
の『防犯パトロール』がますます発展
するように、防犯部として一生懸命に
取り組んでいるところです。
　なお、防犯灯の設置と維持管理に関
しては、大半が LED化され横浜市に移
管、日常的には自治会の事務の方が対
応しています。

　防犯部は、西柴団地の安心・安全な
まち作りに少しでもお役に立てること
を願って活動しています。
これからも住民の皆様のご理解とご支
援をよろしくお願いいたします。

西柴団地福祉サービス　受付：月水金 10：00～ 12：00　　TEL&FAX：701-5080

◎ふれあい談話室（参加費 100 円）13：30 ～ 15：00　
　※ 12 月 9 日 （金）クリスマス会

◎ふれあいキッズ　10：00 ～ 12：00    
　※ 12 月 5 日（月）／ 12 日（月）／ 19 日（月）クリスマス会

◎ふれあい編み物　13：00 ～
　※ 12 月 13 日（火）販売もいたします。

※ふれあい談話室、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。ご了承ください。

～ 12 月 ふれあい事業のお知らせ～

西柴団地自治会館にて開催いたします。皆様のご参加お待ちしています。見学のみも大歓迎です。

防犯部紹介

賛助会員募集中。　ボランティアさんを随時募集しています。特に男性の皆様、ご一緒に活動してみませんか？




