
2. 協議事項
「7B 急傾斜地土砂災害警報発令時の自治
会の行動」について
平成 29 年金沢区役所より、スタッフを派遣
できないため自治会館を「いっときの避難
場所」とする事を廃止し、西柴中学校の開
設時期を早める事で対応する申し出を受け
入れた。
＊自治会としての行動

土砂災害警報発令時、対象地域の広報
は役所が行う。自治会としては、広報活
動が出来る体制でないので、下記の手段
で備えと心構えをお知らせする。

①全自治会員には 7月25 日発行「西柴防
災ニュース」を配布。

② 7B 対象地域住民には 7月18 日の週に
「土砂災害に対する心構え」リーフレット
を配布。

③ 7B 対象地域住民のうち崖側の危険度
が高い住民には、7月18 日の週に「土
砂災害に対する心構え」リーフレット持
参で個別訪問し、「土砂災害に関する情
報」取得方法について聞き取りを行う。

3. 報告事項
・民生委員・児童委員（8 ブロック担当）

に中尾尚美さん（8-3）がご就任いただく
こととなりました。

◆会長挨拶
　今月は九州で洪水や土砂災害による甚大な
被害が発生しました。当自治会地域にも土砂
災害警戒区域があり、平常時より急な集中豪
雨への備えは欠かせません。自治会としても
日ごろより土砂災害に備える情報の発信を行
い、被害の防止に努めております。集中豪雨
が予想される時には、より正確な情報の入手、
早め早めの避難を心掛け、身の安全を確保
していただきたく思います。
　さて、子どもたちの健全な育成を目的に中
学校区を単位に学校・家庭・地域連携事業
が実施されております。当自治会も西柴中学
校区に地域を代表し参画し、学校行事への
参加、総合学習の講師、登下校時の見守り
等住民の皆様と共に協力をしております。一
方学校からは社会教育・地域貢献の一環と
して自治会行事等へ生徒の参加をいただいて
おります。この地域の子どもたちの健やかな
成長に皆様のお力添えをお願いします。
◆ 7 月度定例本部会報告（開催日 7 月 15 日）

1. 議案
「西柴団地自治会個人情報取り扱い規則」
の改定について
個人情報保護法の平成 29 年 5月30 日付
け改正施行に伴い、自治会も対象となった
ことから、当自治会の規則を改定するもの。　
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本格的な夏です！　熱中症に気をつけて！



●蚊に気を付けて！
蚊が媒介する感染症を防ぐために、①蚊
を増やさない、②蚊に刺されない対策をし
ましょう。蚊を増やさないためには水たま
りをなくすのが一番。植木鉢の受け皿など
も要注意です。また、ボウフラ用殺虫剤を
使用する場合は、使用上の注意をよく読み、
使用量は最小限に留めましょう。また庭や
草むらに出る場合は足先までできるだけ肌
の露出を押さえ、露出する部分には虫よけ
スプレーを。室内でも効果的な虫よけを心
がけてください。　　　

（環境交通部）

●防犯情報
「警察官、銀行協会を騙った詐欺に注意」
 手口は警察官を騙り「オレオレ詐欺の犯人
を捕まえました。犯人を調べたところ、お
宅の連絡先が名簿に載っていたので、注意
喚起の連絡をしています。この関係で、全
国銀行協会からも連絡がいきますので対応
してください」などと言って、最終的には銀
行協会を騙る者が電話を架けてきて「あな
たの名前で偽造されたカードが使われてい
る。キャッシュカードを新しいものに替え
た方が良いので、これから銀行協会の者が
キャッシュカードを受け取りに行きます」な
どと言ってキャッシュカードを騙し取る手口
です。くれぐれも注意してください。

 （防犯部）

●映画会鑑賞会のご案内
≪８月の映画鑑賞会は、お休みです。≫
日　　時：9 月17 日（日）
日　　時：午前 10 時～
上映作品：「マジェスティック」
　　　　　　出演　ジム・キャリー　他

受  付  数：70 名
場　　所：西柴団地自治会館 1 階洋間
事前申込：8 月 1 日（火）より開始
　　　　　自治会館（☎ 701-4961）
＊詳細は、回覧・ホームページで。

●「敬老の日」にお祝いを贈呈
敬老の日を迎えるにあたり、ささやかでは
ありますがお祝いをお届けします。

（お祝い金：5000 円）
≪対象者の年齢≫
喜寿：77 歳
昭和 15 年 1 月1日～12 月 31日生まれ
米寿：88 歳
昭和 4 年 1 月1日～12 月 31日生まれ
白寿：99 歳
大正 7 年 1 月1日～12 月 31日生まれ
百歳以上
大正 6 年 12 月 31日以前に生まれた方
対象の方は、自治会館にご連絡ください。
申込締切日：9月9 日（土）
≪贈呈方法≫
・敬老の日前後に民生委員がお渡しします。
・申込期限が過ぎても贈呈いたします

　【にししばゴミ通信】
［プラスチック製容器包装］の出し方  （毎週水曜日）

プラスチック製容器包装とは、商品を入れたり、包んだもので、中身を取り出して不要となっ
た       がついてるものが対象です。
商品として購入したもの（おもちゃやバケツなど）は燃やすゴミ（家庭ごみ）になります。
プラゴミはかさばりやすいので、なるべく小さくして出してください。



絵手紙　彩の会

絵手紙は、｢下手でいい｣ ｢下手がいい｣と言われて、
恥かしさも覚えず気軽に描いて、自治会館での「彩
の会」も十年続いています。
葉書に、時にはいろいろな紙に描いて、短い言葉
を添えて自分の気持ちや感動を相手側に伝えて、
幸せを届け続けています。
描いている自分はもちろん、受け取る方にも、目
や心が喜ぶものを伝えたい、そして夢を持ってい
ただきたいと自分たちらしく筆を運んでいます。
手作りの温もりをお送りし、小さな喜びに感謝しながら、たまには童心に帰れる
嬉しさを味わっています。
庭に咲いている花、八百屋や旅先で見かけた野菜や魚、季節の行事に合わせた
飾り物など、画材は身近にたくさんあります。
毎年、年末には君ヶ崎の郵便局に年賀状と共に、描きためた絵手紙を展示させ
ていただいています。
世界でたった一つの、今のこの瞬間を、皆で楽しんでいます。

そろばんクラブ

　毎週火・木曜日の16時～18 時、自治会館 2階和室にて　そろばんをやっています。

ここでは「注意深く観察する力」について説明しますね。ミスが許されないトレーニングを繰り返し
ていると、集中力と同時に、数字を注意深く読み取る能力が高まっていきます。そして、この注意
深く数字を読み取る力が洞察力の原点となるのです。
そろばんは、楽しみながらやれば必ず上達します。熱心に習い始めれば、年齢に関係なく上達する
でしょう。お気軽に体験しにいらしてください。

介
紹
会
好
同
の
月
今

＊そろばんの効用（日本珠算連盟より）
・注意深く観察する力／情報を処理する力／イメージやヒラメキの力／集中する力 ／記憶する力
　速く聴き、速く読む力

自治会館夏休み
8月 14日（月）～8月17日（木）

＊ 8月の自治会便りは、お休みです。



　 

　≪観月会≫　 タンゴの夕べ　　
毎年秋の楽しい催し　今年は６年ぶりに　慶大 OB タンゴバンドの演奏です。
プラスワンの唄も交えて　食事とともにお楽しみください。

◎ 日　　　　時：平成 29 年９月 26 日（火）　午後６時～８時
◎ 場　　　　所：西柴団地自治会館　1 階洋間
◎ 参　  加　  費：生涯学習西柴会員 2,500 円、一般参加 3,000 円　（食事代を含む）
◎ 申し込み方法：9 月 5 日（火）、9 月 12 日（火）、9 月１９日（火）の 3 日間
　        　　　　　 午前 10 時～ 12 時に、自治会館で、申込書に参加費を添えてお申し込みください。
◎ 出　　　　演：KBR タンゴアンサンブル　プラスワン
　　　　　　　　ヴァイオリン、バンドネオン、ピアノ、ベース、ヴォーカル（ソプラノ）
◎ 演 　 奏　  曲：チヤリート（KBR の幕開け曲）、小雨降る径、夜のタンゴ、エルチョクロ
　　　　　　　　ラ・クンパルシータ、他。皆様のご参加をお待ちしております。　

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　13：30 ～ 15：00（参加費 100 円）
　※ 8 月 11 日 （金）／ 25 日 （金）

◎ふれあいキッズ　10：00 ～ 12：00    
　※ 8 月 7 日（月）／ 21 日（月）／ 28 日（月）

※ふれあい談話室、昼食会ご参加時、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。

～ 8 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。

「敬老のお祝い会」
日　時：平成 29 年 9 月 8 日 ( 金）13：30 ～　　
場　所：自治会館 1F　大広間
申込先：西柴団地福祉サービス

西柴団地福寿会
の

お知らせ

生涯学習「西柴」

からのご案内

◎定例会　　8月 26日（土）12時～ 14時
◎定例会　　9月 23日（土）12時～ 14時
　内容：食事、誕生会、歌、唄、体操

熱中症に注意！！

　暑い日が続いています。熱中症対策を心掛けていますか？　福寿会の会員
のお一人が、熱中症が原因で転倒してお亡くなりになりました。とてもお元
気な方で信じられない気持ちでいっぱいです。ご冥福をお祈りいたします。

・水分の補給はしていますか？
・散歩は朝の涼しい時間にしましょう。
・30 分程度のお昼寝も大切です。

暑いこの夏を元気で乗り切りましょう！

＊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？

＊準備の都合上、申込制とさせていただきます。福祉サービスまで
ご連絡ください。　（申込み期間 8/18~9/1）

＊今年も自治会の後援を頂き、お赤飯・ひよこのお菓子をご用意し
て皆様のお越しをお待ちしております。




