
◆ 1 月度定例本部会報告（開催日 1 月 21 日）

1. 議案
①夕涼み会企画特別委員会の設置につ

いて　　　　　　　　　　　　  承認
委員は、行事担当副会長及び行事部
長・副部長・長嶺千里さん（7-14）、
大竹宏二さん（4-9）、田中恵子さん

（3-5）、佐藤由美子さん（3-9）
②立石建設対策特別委員会の廃止につ

いて　　　　　　　　　　　　  承認
③防災予算の執行について　         承認
　レスキューツールキット 9 セット、

救護用ベルカ担架 3 個を購入し防災
倉庫に常備する。

2. 報告事項
①防災統括部より
　・「助けてカード（災害時要援護者登

録カード）」の更新用紙を 2 月配布
予定

　・内閣府より、災害時高齢者の避難
を確実にするために「避難準備情
報」→「避難準備・高齢者等避難
開始」へ変更されたとの通達があっ
た。

②会計より　平成 28 年度第 3 四半期
収支決算書について説明がなされた。

◆会長挨拶
　明けましておめでとうございます。
　旧年中のご協力に感謝申し上げますとと
もに本年も何卒宜しくお願い申し上げます。
さて暦では新年ですが、自治会の方は４月
の総会まで慌ただしい時期となります。ま
ず本年度の事業計画の実行に努めると共
に、次年度の事業計画を立てていきます。
　一方次年度の自治会を担っていただく
方々も決めていくことになります。組長は
当番制になっていますので出来るだけ受け
ていただきたく思いますが、無理のある方
につきましては各組でご相談の上決めてい
ただきたく思います。
　部員・委員につきましても公平に担って
いただく原則から組長から選出する慣例に
なっておりますが、本年度より部員に関し
て 80 歳定年制を導入します。これにより
部員等の担い手が減少することになります
が、行事等においてその都度多くの方々に
支援いただける仕組みも考えていきます。
　また本年度は役員候補者を推薦する委
員を選んでいただく年となりますが、敬遠
される方が多く推薦制度の存続が危惧され
ます。推薦委員は民主的な役員の選出に
欠かせない役割を担っておりますので、関
係者のご理解、ご協力をお願い申し上げ
ます。
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●映画会鑑賞会のご案内
日　　時：2 月19 日（日）
日　　時：午前 10 時～ / 午後 2 時～
上映作品：「家族はつらいよ」
　　　　　監督　山田洋次

　　　　　出演：橋爪　功　吉行　和子他

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。

●心肺蘇生・AED 使用法講習会
　のお知らせ
AED の操作方法および心肺蘇生法（心
臓マッサージ等）の実技・講習会を行
います。小学校高学年から受講可能。
日　　時：2 月12 日（日）
日　　時：午後 1：30 ～ 3：00
場　　所：西柴団地自治会館 1 階洋間
指　　導：金沢消防署
参  加  費：無料
事前申込：自治会館（☎ 701-4961）
参加希望の方は、1 月 30 日までにお申
し込みください。
（防災統括部・西柴団地福祉サービス）

●来年度新組長選出について
新組長会議を 3 月18 日（土）14 時から自
治会館にて開催を予定しています。各組の
新組長さんを 2 月13 日までに決定できる

◎新年会　2 月 25 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

西柴団地福寿会の
お知らせ

ようにご協力ください。
（総務部）

●防犯情報
還付金詐欺にご用心
まずは金沢区役所の職員を騙り、「保険料
の還付金が約 1 万円あります。ATM での
手続きとなりますので、銀行の職員から電
話させます」という電話があります。その
後、銀行からと称する電話があり、「○○
銀行のナカガワです。能見台の ATM で手
続きができます。残額が 50 万円以上な
ら手数料がかかりません……」などと言っ
てきます。
還付金はATMで戻ってくることは絶対に
ありませんので、ご注意ください。

●西柴団地自治会ホームページ情報
西柴団地自治会の最新の情報をご覧いた
だけるように工夫を重ねております。配布
している便りは白黒印刷ですが、ホーム
ページではカラー写真でご覧いただけま
す。ぜひ、ご意見、ご要望をお寄せ下さい。

「住みよい西柴」の応募メールを引き続き
お待ちしています。
＊「西柴団地自治会」などで検索するか、
以下のアドレスを打ち込んでください。

http://nishishiba.p-kit.com/



　長浜の野口記念公園前の坂道を登りはじめると、右手に長
浜公園へ降りる石段があり、その土手に堂々としたセンダン
の木があります。
　5月の連休のころ、うす紫の小さく上品な花が開き、中旬
には満開になります。
　離れて見ると、新緑にかすみがかかったようです。
　福浦の横浜市大付属病院・10 階の屋上庭園にも、ひょろ
りとしたセンダンの若木があります。

花の性地暖るせか咲にいぱっい木を花小の紫い淡、に夏初「 
木。ホロホロと花を落とす風情もまた格別です」と立札があ
りました。
　センダンの古名は「オウチ、あふち（楝）」です。奈良時代、
万葉集にも

　妹が見し楝の花は散りぬべし  我が泣く涙いまだ干なくに
　妻が好きで見ていたオウチの花は散ってしまっただろう
　私が泣く涙はまだ乾かないのに　　　　　　　　　　　　　

山上憶良  782 年

　と散り際の風情に亡き妻を偲びました。                
　うれしいことに、由緒ある古名は、長浜の満開の下でも生きていました。シニアの女性が、「こ
れはオウチ！ オウチの花です」と言いながら通り過ぎました。
　７月初めには、オリーブのような緑の実をたくさん付けます。初冬、落葉のあとも金色に熟
した実だけが枝先に下がり、夕日に光っていました。そして、ヒヨドリなどに食べられて種が
運ばれます。

　この木のありかなどは、友人に教えられました。　　　
（広報部  堀口）

花の便り

木の便り
第8回

センダン（栴檀）

（写真上）センダンの花

（写真下）センダンの実 



　

生活サポート部は、毎年部員が代わる組織ではなく公的委員（民生委員児
童委員・保健活動推進員）、福祉サービス、福寿会、生涯学習の代表７人と
担当副会長で構成されています。

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　
）金（日42 ／ ）金（ 日01月2※　

◎ふれあいキッズ　10：00 ～ 12：00    
　※ 2月   6  日（月）豆まき 参加費 100円
　　／ 13日（月）／20日（月）／27日（月）

◎ふれあい編み物　13：00 ～
　※ 2 月 14 日（火）当日は販売も致します。

※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。

～ 2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。

生活サポート部

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？

【理念】
住民の福祉の増進
「当団地の住民の誰もが暮らしやすく、
また生きがいを持ち幸せに生きる気持ち
を持って頂く活動を進める」

【活動内容】
②映画観賞会の企画運営
②敬老のお祝い金（77歳、88 歳、99 歳、100
歳以上）ならびにお子様誕生お祝い金の贈呈

③３団体の講演会の共催やイベントの後援

生活サポート部の前身：平成 21年８月
に「住みやすい町づくり委員会」を自
治会で設立し、住みやすい町づくりに
向けて現状の問題と対策を KJ 法で 131
件洗い出し分類した中から、①地域コ
ミュニティ②福祉③商店街の活性化の
３点の課題に取り組むこととし、平成
22年６月に福祉を推進する部としてラ
イフサポート部の創設を決定しました。
その後、名称を生活サポート部と改名。

【映画上映】
●第１回 平成 23年 10月 30日
　[幸せの黄色いハンカチ ]
●第 50回 平成 28年 2月 21日
　[風と共に去りぬ ]
●第 60回 平成 29年 1月 15日
　[タイタニック ]

＊お子様誕生は自治会便りに掲載して
います＊




