
◆ 11月度定例本部会報告（開催日 11 月 18 日）

報告事項
・平成 29 年度重点事業に関する半期報告

1. 自治会運営について
2. 住みよい街づくりの為の事業について
重点事業は概ね計画とおり進捗してい
ます。

・防災訓練などについて
2 月に AED 講習会、3 月に消火器訓練
を行います。自治会で推奨する消火器
の種類は検討中。

・4 ブロック掲示板移設について
11 月 16 日付けで個人宅の擁壁から谷
津坂会館隣の駐車場フェンス前に移設
しました。

・防犯カメラ設置について
県・市からの補助金交付が決定し、自
治会地区内に防犯カメラが設置されま
す。カメラ取り付け工事は 12 月 25 日
～ 27 日、通電工事が 1 月中旬ごろ実
施されて稼働開始となります。

・ホームページの防犯情報掲載について
還付金詐欺・カード詐欺が増えている
ので、参考にしてください。

◆会長挨拶

新体制となり半年を経過しましたので、事
業活動の経過を報告させていただきます。
１. 自治会の運営について

担い手の減少に対して、会員が公平に
支える原則を守りつつ、引継ぎの負担
軽減、事業の継続の観点から専門部員
等を加える改善策を検討しております。

２. 住みよい街づくりのための事業について
①「住環境を守るための団地協定」につ

いて、現状に即して改定するために特
別委員会で検討いただき「生活環境を
守るための団地協定」として提案があり
ました。現在全会員に本提案を配布し、
ご意見をいただいているところです。

②防犯カメラをバス通りに２台設置するこ
とで県に対し補助金の申請を行い、交
付されることが決定しました。年度内に
設置工事を実施していきます。

③当地域における防火・消火のあり方に
ついて特別委員会で検討をいただいて
おります。その提案を基に、消防当局
とも協議の上事業に反映させていきま
す。

いずれの事業も活動の最中ですので、引
き続き皆様のご理解とご協力をお願いし
ます。
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上映作品：「サウンドオブミュージック」
　　　　　　出演　 ジュリー・アンドリュース他

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。

●下期自治会費納入のお願い
12 月15日（金）三井住友銀行の口座から、
自治会費 2700 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致し
ます。なお、非会員の方にも防犯防災等
協力費（900 円）は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（金）までに自治会館にご
持参ください。　　　　　　　　　（会計）

●年末年始のゴミ等の収集日程
12 月 31日（日）～1 月 3 日（水）まで、
ゴミの収集・粗大ごみの受付はお休みです。
家庭ごみの最終日は、12 月 30 日（土）、
年始は1月6 日（土）に行います。

（資源循環局）

●自治会館事務室　年末年始のお休み
12 月28 日（木）～1月4日（木）

●台風22号の大雨の中、西柴小学校で
　地域防災拠点訓練を行いました
10 月 29 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、地域防災拠点防災訓練が
開催されました。
台風 22 号による雨が降り続く中、バンダナ・
パトロール訓練に参加された皆さんが、続々
と西柴小学校に参集、例年の半数ですが、
174 人もの参加者で訓練を行いました。
屋外での初期消火などは取りやめましたが、
応急担架での搬送、避難所の生活体験、感
震ブレーカーなどの家庭用防災用品の展示、
ペットのための備えなど、さまざまな訓練等を
体験しました。
訓練は早めに切り上げましたが、後片付けの
終わった 12 時 15 分に大雨警報が発令され
ました。
訓練の様子は次の防災ニュース No26 で紹介
します。　　　　　　　　　　（防災統括部）

●映画会鑑賞会のご案内
　70回記念上映会
＊上映時間が違います。お気を付けください。

日　　時：12 月17 日（日）
日　　時：12：30 ～

　　

　　
アルミ缶とスチール缶は、分けて出しましょう

・アルミ缶の回収日（地域により異なります）
　西柴一丁目▶︎第１・第 3 水曜日
　西柴 2・3・4 丁目、金沢▶︎ 第 2・第 4 水曜日
　柴町▶︎第 2・第 4 金曜日

・スチール缶の回収日　　毎週金曜日
アルミ缶とスチール缶は分別し、アルミ缶はゴミボックスの中には入れ
ず、横に見えやすく置いてください。収集車も別で回収時間も異なりま
す。

（なお、アルミ缶は、毎週金曜日にも回収します）

【にししばゴミ通信】

アルミ缶と
スチール缶の
出し方



●称名寺東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。

●西柴団地福祉サービスが表彰されました
長きにわたる地域での福祉活動の功績
が優良と認められ「横浜市社会福祉協
議会」より表彰を受けました。

 健康麻雀

  「すごい !!」「大負けだわ……」
　華やいだ喚声があがる日曜日の昼下がり。三卓を囲む麻雀でのひとこま。
毎月第 2・第 4 日曜日の午後１時から 4 時まで、リクリエーションとボケ防
止（？）を兼ねて 10 人前後が麻雀を楽しんでいます。団地内のお知り合い
同志という気安さと、少し頭を動かす心地よさ。健康に関する話題や病院な
どの情報、旅の話、甘味や食通自慢、スポーツの勝敗、政治への不満などさ
まざまな会話を楽しみながら、和やかに時が流れます。この場で知り合いに
なり、友人の輪が広がることもうれしい付録です。
　自分用の飲み物と 100 円を持って自治会の 2 階を訪ねてみてください。
おいしいキャンディとおばさん（？）がお待ちしています。

今
月
の
同
好
会
紹
介

●防犯情報

還付金詐欺に注意

金沢区役所保健課を騙り、「保険料の払い戻し
があります。10 月 31 日で払戻しの期間が終わ
りましたが、余剰金が出たため、受け取って
いない方に連絡しています」などと言って無
人 ATM 機を指定し誘導する手口です。一度送
金させた後、「エラーが発生しました。もう一
度やり直してください」などと言って、複数回
にわたり送金させ騙し取る手口が増加していま
す。ATM で保険料の払い戻し等の手続きはで
きません。

「私は大丈夫！絶対に騙されない」と思ってい
た方が被害に遭われています。自信過剰になら
ないように、常に警戒心を忘れないようにお願
い致します。　　　　　　　　　　　( 防犯部 )　　



◎ふれあい談話室　13：30 ～ 15：00（参加費 100 円）
　※ 12 月 8 日 （金）クリスマス会
　　＊準備の都合上 12 月 1 日（金）までにお申込み

ください。
　　＊今年最後の談話室となり
　　　ます。
　　　皆様のご参加お待ちして
　　　おります。

◎ふれあい編み物室　13：00 ～
　※ 12 月 12 日 （火）
　　＊当日は販売もしています。手編みの暖かさをご

覧ください。

◎ふれあいキッズ　10：00 ～ 12：00    
　※ 12 月 4 日（月）／ 11 日（月）／ 18 日（月）
　※ 25 日（月）クリスマス会　参加費：100 円

　 
≪文学の講座≫

文学の講座は現在「源氏物語」を受講中です。その中で、「明石」の巻が
11 月で終わり、新年の１月からは「澪標」の巻です。

「澪標」（みおつくし）の巻の内容は、明石から都に戻った光源氏が、冷泉帝の即位に伴い内大臣に昇進。明石
の君に女児が誕生、将来の女御・中宮を目指すために光源氏は離れていてもその養育に心を配る。住吉大社参
詣の折、偶然に二人は出会うが、あまりの身分差に明石は悩む。
というくだりを受講して楽しみます。王朝時代の人情・世相なども、講師・繁田先生の話術が、私たちを魅了します。
生涯学習「西柴」の文学講座は、最初からでなくても、途中からでも参加して楽しんでいただけます。聞いてみ
ようかと思われる方、ご参加をお待ち致しております。

講師：繁田信一氏／神奈川大学日本常民文化研究所特別研究員・同大学講師
（今後の予定）　１月 16 日（火）、２月 20 日（火）、３月 20 日（火）です。

毎月第３火曜日 :10:00 ～ 12:00　場所 : 西柴団地自治会館
参加費：毎回 600 円（生涯学習「西柴」会員は 400 円）

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、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。

～ 11 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　
　   日時：12 月 9 日（土）12:00 ～ 14:00

　   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

◎新年会　平成 30 年 1 月13 日（土）11:00 ～

今回は 45 周年を迎えます。余興として、金沢区出身のお笑いコンビ「横浜、
ヨコハマ」のお二人を予定しています。「横浜、ヨコハマ」の芸名は事務所
の先輩の関根勤さんが命名者とのことです。
新しい年を豪快な笑いでスタートしましょう

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　　　　　　　　　　　　　　　　　


