
◆ 4 月度定例本部会報告（開催日 4 月 8 日）

1. 議案
①平成 29 年度総会議案書について
　平成 28 年度事業報告の訂正部分と平

成 28 年度収支決算書、29 年度予算案
等について総務担当副会長および会計
より説明があった。　　　　　 　 承認

②平成 29 年度各部員、部長および委員
の選出について

　組長から選出された部員・委員も含め
原案通りとなった。　　　　　　  承認

③「西柴団地自治会地区建築協定運営規
則」の改定について

　「建築協定の判断基準」の制定に伴い、
運営規則がより明確にされた。　  承認

④「西柴団地自治会地区建築協定の判断
基準」の制定について

　運営委員会が建築計画を審査するにあ
たって、長期間、公平で一貫性のある
判断が行えるよう、判断基準や根拠が
できる限り明文化された。　　　  承認

3．報告事項
・平成 28 年度最後の本部会であるため、

各部長、ブロック長、委員長等から挨
拶があり、自治会活動に取り組んだこと
で達成感や充実感のある 1 年であった
という前向きな声が多かった。

◆会長挨拶
　この自治会便りが届く頃には、総会も終
わり年度が変わる時期と思います。この１
年は会長以下大半の関係者が交代し試行
錯誤の１年でしたが、関係者の尽力、会
員の皆様の支えがあってほぼ計画を遂行
することが出来ました。皆様に心より感謝
を申し上げます。
　さて当自治会地域では 65 歳以上の高
齢者が 40％に達していますが、３月に行
われた新組長会議には例年に比べ多くの
現役世代の方（男性女性を含め）が参加
され新体制に加わっていただき、大変心
強く思いました。ただし現役世代の方は
時間的制約が大きいため、これに対応で
きる自治会の体制づくりがこれからの課題
と考えています。
　ところで自治会の運営において最も重
要なことは相互のコミュニケーションです。
そのため本年度も組長会、組懇談会、部
会・委員会等を随時開いていただき、関
係者相互のコミュニケーションを図ってき
ました。また自治会便りやホームページ
を通し自治会にご理解をいただきました。
新年度も引き続き諸々の方法によりコミュ
ニケーションの充実に努めていきたく思い
ます。
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1年間、ありがとうございました。また次の1年もよろしくお願いします！



●映画会鑑賞会のご案内
日　　時：5月21日（日）
日　　時：午前10時～
上映作品：「黄金のアデーレ  名画の帰還」
　　　　　出演：ヘレン･ミレン　
　　　　　　　　　  ライアン･レイノルズ他

受  付  数：70名
場　　所：西柴団地自治会館 1 階洋間
事前申込：5月 1日（月）より開始
　　　　　自治会館（☎ 701-4961）
＊詳細は、回覧・ホームページで。
＊5月からは午前のみの上映となります。

●防犯特報
今回は西柴の情報が２件あります。
①3月25日夕方から夜にかけて、ダイヤ
ルチェーン錠を施錠し敷地内に駐輪して
いた自転車が盗まれました。
②4月10日夜遅く、西柴にて買い物中
に駐車場に停車していた車の窓ガラスが
割られ、車内からバッグが盗まれました。
車を停車する際には中に荷物があるのが
見えないようにするなどご注意ください。

（防犯部）

●団地内の公園はいま、春まっさかり
第一公園、第三公園、第五公園、称名寺
東公園に植えた球根や花苗が一斉に開花
しています。お散歩に公園巡りはいかがで
しょうか？ 
カラー写真はホームページをご覧ください。

(公園愛護会 )

◎定例会　
　5月 27日（土）12時～ 14時
　内容：食事会、誕生会、歌・唄、
　　　　体操

・3月 31 日（金）に 52 名の方々と
お花見をしました。

・4月 15 日（土）の総会の議案は無
事承認されました。

西柴団地福寿会の

お知らせ

【2016 年度編集後記】

さくらも散り、私たち 28年度広報部の仕
事もこの号で終わります。皆様方に支え
られ、一年生の各部員が担当した仕事を
やり遂げました。わかりやすく読めて編
集しやすい改善なども議論しながら定め
ました。　仲間の一人がボランティアに
応募し、新広報部の仕事に加わります。
広報部員の喜びは、こうして発行する「自
治会便り」をお読みいただけることです。
ありがとうございました。

広報部員一同

●西柴団地自治会ホームページ情報
平成25年 7月の開設以来4万 6000件
を超えるアクセスがあります。これからも
住民の皆さんにさまざまな情報を簡単に
知っていただけるように、カラー写真を多
く取り入れる、主要イベントの扱いを大き
くするなど工夫を重ねていこうと思います。
現在、各公園のチューリップ・サクラの写
真が載せてあります。ぜひ、ご覧ください。

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



最終号は縁起が良いとされる２種の植物と、この季節

に称名寺の裏庭で見られる二リンソウをご紹介します。

◆フッキソウ（富貴草）

　ツゲ科フッキソウ属の多年草。花は白く地味です
が常緑の葉が茂る様子は縁起が良いといわれ、繁栄
に例えたのが名の由来です。大変丈夫なので庭のグ
ランドカバーとしてよく植えられます。花言葉は祝
意・佳き門出・吉事。

◆キチジョウソウ（吉祥草）

　キジカクシ科キチジョウソウ属の多年草。花が咲
くとその家に佳いことがあるといわれるのが名の由
来。花が咲くことが少ないといわれますが、実は毎
年のように咲きます。花はヤブランを太くしたよう
な長い葉に隠れてしまってかき分けないと見えにく
いのです。冬にはガラス玉のような赤い実ができま
す。フッキソウ同様に庭のグランドカバーとして植
栽されます。花言葉は吉事・祝福。   

◆二リンソウ（二輪草）

　キンポウゲ科イチリンソウ属の多年草。山野の草
地や落葉樹林内に生育します。新緑の草地にまるで
星のような白い花の群落を見つけると、その爽やか
さに圧倒されてしまいます。可憐な白い花に見える
のは実は萼片。二輪草という名前ですが、必ず二輪
とは限らず一輪花や三輪花もあります。特に東北地　　
方で食べられる山菜ですが、若葉は猛毒のトリカブ
トとそっくりなので注意が必要です。花言葉は友情・
協力。　　　　　　

（広報部　藤城）

花の便り

木の便り
第11回

フッキソウ、キチジョウソウ、ニリンソウ

（写真上から）    フッキソウ　
　　　　　　　キチジョウソウ
　　　　　　　二リンソウ



　 

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　
　※ 5 月 12 日 （金） ／ 26 日（金）

◎ふれあい昼食会（参加費 500 円）12：00 ～
　※ 5 月 19 日 （金） 

◎ふれあいキッズ　10：00 ～ 12：00    
　※ 5 月 1  日（月）端午の節句：参加費 100 円
　　 8  日（月）／ 15 日（月）／ 22 日（月）／ 29 日（月）

◎ふれあい編み物　13：00 ～
　※ 5 月 9  日（火）当日は販売も致します。

※ふれあい談話室にご参加時、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。

～ 5 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。

自治会の紹介

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？

Q : 自治会はどのような組織ですか。自治会は必要ですか。
A : 自治会は地域の住民が住みよい街づくりのために自主的に結成した組織です。
Q :日常の生活は住民個人の責任と行政の責任で営まれておりますが、地域を住みよい街にしていく
ためには個人を超えた自治会の活動が必要となります。

Q :１.住民の多様な意見をまとめ約束事を作り問題を未然に防ぎ、また解決しています。
  ２.住民の力を集め、住民の要望の実現を図っています。また必要に応じ住民の要望を行政等に
届け実現を促進しています。

Q :３.住民の交流の場を設け、住民の結びつきを深めながら住みよい街を目指しています。　

Q : 自治会は具体的にどのような事を行っていますか。
A : 自治会は住みよい街づくりのために必要な事業を行っています。
Q : １.建築協定や団地協定を基にして、住環境の改善に努めています。
Q :２.犯罪や災害に備えて住民の結びつきを深めながら、パートロールや訓練を行っています。ま

た個人の自助努力に対し支援を行っています。
Q :３.さまざまなイベントを開催し住民同士が交流する楽しい街、また高齢者もいきいき暮らせる

街を目指しています。

Q : 自治会の担い手は誰ですか。
A : 自治会はすべて住民のボランティア活動に支えられています。住民が公平に担い手になることが
原則ですが、特定の人に負担が集まる傾向にあります。多くの人が事情の許す範囲で必要に応
じて担い手になっていくことが、自治会を存続させていくために欠かせません。

Q : 自治会はどこまでやりますか。
A : 自治会は自主な組織ですので人的にも資金的にも大いに限界があります。自治会の力の範囲内
で、その時々の状況に応じて優先順位をつけて必要なことから実行しています。

（会長　森本　豊）




