
◆ 9月度定例本部会報告（開催日 9 月 16 日）

1. 議案
①防火・消火に関する検討特別委員会の

設置について
防災の観点から防火・消火は重要である。
防火・消火に関して現状に即して家庭内
及び地域の両面から検討するために特
別委員会を設置する。

承認
②「西柴団地自治会地区建築協定運営規

則」の改定について
個人情報保護法の改定に伴い、協定加
入者情報の取り扱い規定を当運営規則
に追加するもの。　　　　　　　  承認

2. 協議事項：団地協定の改定について
生活環境の変化に伴い、15 年ぶりに団
地協定を改定します。現協定を生かしつ
つ、日常生活に関わる諸事項を追加して
取り上げました。共存、共栄の精神でよ
り住みよい西柴団地を目指すものです。

3. 報告事項
アルミ缶回収は、自治会の収入につなが
ります。ご理解とご協力のほど、よろし
くお願い致します。（従来通り、金曜日の

「缶、ビン・ペットボトル」回収日にアル
ミ缶を出すことも可能です）

◆会長挨拶
　９月１日の防災の日には大震災に備えて防
災訓練が各地で行われました。当自治会地
区でも10 月に恒例の西柴小地域防災拠点訓
練を実施しますので多くの皆様の参加をお願
いします。
　大震災への備えは各家庭で行っていただ
くことが基本ですが、自治会としては「自助」
の啓蒙と備品・用具等の斡旋を予定していま
す。いつ起こるかわからない災害への備えを
持続するのは難しいことですが、この機会に
ご家庭の備えをぜひ再確認いただきたく思い
ます。
　一方高齢化が進むにつれ支援の必要な人
も増えています。今年も 241 名の方から要望
をいただいていますが、これを支えていただ
くのは近所の方々の絆による「近助」です。
自治会では３年前からバンダナパトロール隊
をブロック毎に結成し活動をしていただいて
います。一人でも多くの方にバンダナパトロー
ル隊に参加いただき、いざという時に備える
ことができるよう強く願っています。
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秋の気配、火照りきった身体を休めましょう



●映画会鑑賞会のご案内
日　　時：10 月15 日（日）
日　　時：午前 10 時～
上映作品：「蝉しぐれ」
　　　　　　出演　 市川染五郎、木村佳乃

受  付  数：70 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。

●夕涼み会の御礼
第 43 回夕涼み会はたくさんの方々にご来
場いただき、途中大雨に見舞われたにも
かかわらず、プログラムを最後まで開催す
ることが出来ました。毎年協力して下さる
ボランティアの皆様、各部の皆様並びに
ご参加くださいました皆様に御礼申し上げ
ます。
今年は、ジャグリング、パントマイム、篠
笛のパフォーマンスも加わり、雨のため急
遽文庫幼稚園をお借りしての演技となりま
したが、楽しんでいただけたでしょうか ?　
最後にご寄付を頂戴しました諸団体の皆
様に感謝申し上げます。

≪夕涼み会　寄付ご芳名≫
西柴ショピングセンター
片吹団地自治会
堀口町内会
谷津坂東部町内会
谷津坂西部町内会
谷津坂南部町内会
谷津坂北部町内会
横濱サウス自治会
西柴中学校 PTA 会長
西柴小学校 PTA 会長
文庫幼稚園
西柴学童保育保護者会
東部地区青少年指導員協議会
金沢東部地区民生児童委員協議会
岩室酒店
京急メモリア金沢文庫斎場
セレモホール金沢文庫
金沢工務店 
トキワクリエイティブ

（株）ビアレ横浜

防犯情報

「自転車利用の痴漢に注意！」
 9 月5 日（火）午後 9 時頃、柴町地区
において、徒歩で帰宅途中の女性に自
転車に乗った 30 ～ 40 歳くらいの男が
すれ違い様に胸を触る事案が発生。連
続発生する可能性があるので、出来るだ
け暗い夜道は一人歩きしないように注意
しましょう。スマートフォンを操作しなが
ら歩くことは特に危険です。

 （防犯部）



ハーモニカ教室のご案内

生涯学習のハーモニカ教室は、平
成 11 年 5 月に発足しました。現
在メンバーは 14 名で、教室の運
営は次の通りです。

日時：毎週水曜日　午前 10 時～ 12 時　
　　　＊ 2 週目は講師による指導
場所：自治会館（洋間大）
会費：月 2000 円　他に年会費 2000 円

ハーモニカ演奏は 4 部構成（1 部、2 部、バス、コード）の合奏
形式で、主になじみのある歌曲を取り上げています。室内の練
習だけでなく、年 6 ～ 7 回地区センター等で演奏をしています。
聴いてくださる方は近隣にお住まいの方々で、多くの人達との
交流は楽しいものです。
私共にとっては、始まる前の緊張感、終わった後の達成感が、
練習を続ける上での良い刺激になっています。
皆さんも参加してみませんか？　初心者でも 3 ～ 6 か月で充分
演奏できるようになりますよ。
水曜日の教室に見学に来てください。

今
月
の
同
好
会
紹
介

【にししばゴミ通信】

【缶、ビン、ペットボトル ]の出し方（毎週金曜日 )

食べ物や飲み物が入っていた缶やビン、飲料水や調味料が入っていた 　　の
ついたペットボトルが対象です。
キャップを外し、容器を洗い、缶はつぶさず、ペットボトルはラベルを外し、
つぶして出してください。アルミ缶は、なるべく、資源回収の日に出しましょ
う。



　 
≪平成 29 年度　生涯学習「西柴」文化祭≫　
毎年、秋の季節に開催している恒例の文化祭も、今年は第 16 回です。
お誘い合わせのうえ、憩いのひと時を、ごゆっくりとくつろぎにおいでください。

◎ 日時：平成 29 年 10 月 24 日（火）　午前 10 時～午後３時
◎ 場所：西柴団地自治会館
◎内容：１. 作品展　☆絵画、アートフラワー作品、絵手紙作品、鎌倉彫など。
　　　　２. 学習内容の記録展示　☆散策、バス旅行、行事など。
　　　　３. アトラクション（午前 10 時 50 分頃～ 12 時頃）
　　　　　☆ハーモニカ演奏、オカリナ演奏など。
　　　　４. 喫茶コーナー、☆お汁粉、コーヒーなど（無料接待）
なお、毎年皆様から多大なご協力をいただいてまいりましたフリーマーケット、および物品販売は、今年か
ら諸般の事情により中止することになりました。ご了承ください。
ただし、お汁粉、コーヒーは例年通り無料でご提供します。多数の皆様のご来場をお待ちいたしております。

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）
　※ 10 月 13 日 （金）／ 27 日 （金）

◎ふれあい編み物室　13：00 ～
　※ 10 月 10 日 （火）当日は販売も致します。

◎ふれあいキッズ　10：00 ～ 12：00    
　※ 10 月 2 日（月）お月見　参加費：100 円
　※ 10 月 16 日（月）／ 23 日（月）／ 30 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。

～ 10 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。

西柴団地福寿会
の

お知らせ

◎定例会　10 月 28 日（土）12 時～ 14 時
　　　　　内容：食事会・誕生会・歌，唄・体操

◎福寿会バス旅行
日　時：10 月19 日（木）
行　先：サンシャイン水族館ととげぬき地蔵尊高岩寺
参加費：7500 円
10 月５日（木）までに各ブロック幹事までにお申し込みください。
会員でない方もお申込みできます。
◎福寿会　会員募集中
西柴団地福寿会は 昭和 48 年に設立され、「寝たきりゼロ」を目標に健康の保持
増進活動や新しい仲間作りの機会となっています。
一度、遊びにいらしてみませんか？

お問い合わせは、西柴団地自治会館まで　TEL・FAX 701-4961

＊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？

生涯学習「西柴」

からのご案内


