
① 4 ブロックの組統合について
7 組、11 組が 2018 年 4 月 28 日付け
で統合され、7 組となる。　　　 承認

②「夕涼み会企画委員会設置規則」の制定について
夕涼み会の充実を図り行事部を支援す
るため「夕涼み会企画委員会設置規則」
を制定する。                                承認

③防災統括部予算の執行について
救護用ベルカ担架 5 個、組長保管用の
防災倉庫の合鍵 92 個を購入する。承認

2. 協議事項
①区制 70 周年に関する寄付について

金沢区制 70 周年に向けた寄付の要請
に協力していく意向を示す。         承認

②部員・委員制改善案のまとめについて
夕涼み会企画委員会の常置、防犯パト
ロール運営委員会の廃止など、現状に
即した改善案がまとめられた。

③防火・消火に関する検討特別委員会の答申について
当自治会の防火・消火の在り方に関し、
各戸の消化器の備えの充実、火事を出
さないための啓蒙活動や繰り返しの消
火訓練など平時の初期消火活動に焦点
を当てた検討がなされた。

3. 報告事項
西柴団地協定検討特別委員会より、各
組長会等において、協定案に対し概ね
反対意見がないことが報告された。

◆会長挨拶
　自治会は住みよい街づくりを目標に活動
していますが、街の美化もその重要な要件
です。年２回バス通りの清掃を皆様の協力
を得て実施していますが、街の美化は皆様
のご自宅あるいは周辺の日々の清掃によっ
て守られており、感謝申し上げます。特に
バス通りの称名寺側の歩道や自治会館の周
辺等周りに住宅のない場所の清掃を自発的
に行っていただいている方々には頭が下が
る思いです。また自治会地域には５つの公
園があり、各々の公園愛護会が美化に尽力
されております。昨年は第１、第 3、第 5公園、
今年は称名寺東公園の愛護会が市長より表
彰されました。ここに敬意を表したく思い
ます。
　ところで自治会地域における防火・消火
のあり方について特別委員会で検討し答申
をいただきました。答申の骨子は家庭での
火の用心と初期消火を基本とし、現在配置
されている消火ホースは漸次廃止すること
です。今後この答申を基に具体策を検討し
実施していきます。
　末筆ながら皆様良いお年をお迎えられま
すよう祈念申し上げます。

◆ 12月度定例本部会報告（開催日 12 月 16 日）
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●映画会鑑賞会のご案内
日　　時：1 月 21 日（日）
日　　時：10：00 ～
上映作品：「超高速　参勤交代」
　　　　　出演／佐々木蔵之介　陣内孝則　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礼
自治会費の納入ありがとうございまし
た。自治会の活動は皆様の会費で運営さ
れております。なお、防犯防災費等協力
費は非会員の皆様にもご負担いただいて
おります。口座引き落としの手続きをさ
れていない方は、自治会館にご持参くだ
さい。

（会計）

●『燃やすゴミ』の出し方
生ゴミの約 80% は水分です。水分が多
いと腐敗や悪臭の原因にもなります。よ
く水切りをしてください。
庭木の剪定枝木は 50 センチ未満に切っ
て束ねてください。

●お庭の植栽が、お隣や道路に
　はみ出していませんか？
落ち葉が雨どいを塞いだり、枝が伸びて
気がつかないうちに迷惑をかけているこ
とがあります。お互いに気持ちよく生活
するために気をつけましょう。　　　　　　　　

（環境交通部）

●「生活環境を守る西柴団地協定」
　について
これまで委員会に寄せられた協定改定
案に対するご意見・ご提案については、
委員会としての見解を 12 月 10 日・16
日の説明会で皆さんに公表すると共に、
個々に文書でお伝えしてきました。来年
2 月に住民投票を行う予定です。

（西柴団地協定検討特別委員会）

●バス通り清掃を終えて
11 月 25 日（土）好天に恵まれて秋のバ
ス通り清掃が終わりました。
ボランティアの方々を中心に、西柴中の
先生・生徒、アローズの皆さんの協力に
より総勢 76 名の参加者となりました。
例年は落ち葉取りと除草、さらに裏山か
らの雑草取りに格闘していましたが、今
年は片吹交差点付近の除草にも力をいれ
ていただきました。
皆様のお陰で無事終わることができ大変
感謝しております。　　　　

（環境交通部）

●餅つき大会を終えて
12 月 2 日（土）、暖かい日差しに誘われ
て 300 名近いお客様が来館され、もち
米 50kg をつきあげ大盛況に終わりまし
た。行事部員と大勢のボランティアは役
所指導の感染症対策にも留意し、前日、
当日は早朝から準備に大わらわ。それで
も手際よくやわらかくて美味しいあん
こ・きな粉・磯部餅と具だくさんの豚汁
と焼き芋を提供。子どもたちが普段出来
ないお餅つき体験で嬉しそうに杵を持つ
姿が印象的でした。

　（行事部）



　　

　　

 西柴囲碁同好会

　会員は約 30 名で 10 級から七段超まで、広範囲な実力の方々が所属してい
ます。
　対局は点数制で、半年ごとに総
当たり戦を実施しています。
　また、5 月と11 月に囲碁大会、1
月に新年総会と親睦対局を実施し
ています。
囲碁は、指先を使い、よく考えま
すので、認知症予防・脳の活性化
によく、高齢者の趣味として最適だ
と思います。
　入会希望・観覧希望の方は、お
気軽においでください。お待ちし
ています。

対局日：毎週　火・木・土　
　　　　13：00 ～ 16：00
場　所：自治会館　洋間 A・B
会　費：6 か月　5,000 円

今
月
の
同
好
会
紹
介

●防犯情報

■ 11 月 13 日～ 12 月 12 日の期間、金沢町・柴町・
西柴の犯罪報告件数は 0 件。

 「アリ駆除業者を装った
   訪問盗に注意！」

アリ駆除業者を装った２人組による訪問中の窃
盗事件が発生しました。犯人の一人が家人と話
をしている間に、もう一人の犯人が点検と称し
て家の中を移動し、貴金属等を盗むというもの
です。訪問販売等の業者は、会社の実態が見え
ないため要注意です。そうした業者が訪ねて来
た際は家の中に入れず、出来れば対応を拒否し
た方が安全です。特に高齢者の一人住まいは狙
われやすいので、地域の皆さんで注意喚起をお
願い致します。 

（防犯部）

【にししばゴミ通信】

年末年始の収集は
12月31日～1月3日お休みです。

家庭ごみ

プラごみ

缶びん

年末は

30 日（土）まで

27 日（水）まで

29 日（金）まで

年始は

6 日（土）から

10 日（水）から

5 日（金）から

資源ゴミ
（紙 . 布類） 30 日（土）まで 6 日（土）から



◎ふれあい談話室　13：30 ～ 15：00（参加費 100 円）
　※ 1 月 12 日 （金）
　　＊編み物の展示販売を行います。どうぞご覧くだ

さい。
　※ 1 月 26 日 （金）

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

◎ふれあいキッズ　10：00 ～ 12：00    
　※ 1 月 15 日（月）／ 22 日（月）／ 29 日（月）

　 

≪歌 の 会≫

生涯学習「西柴」での催しで、楽しい歌の会を、毎年３～４回開催しています。
次回は、年明けの１月と２月に行う予定で、そのご案内です。

ソプラノ歌手の松井和子先生のリードで、唱歌や歌曲、昔懐かしいメロディーのほか、皆さんの希望で、時代に合っ
た新しい曲も歌います。
歌の合間に、先生のジョークも出たり、皆さんの笑い声も楽しい歌の会です。
全員で楽しく歌う会です。参加してみようかなと思われる方、お待ちしております。

歌の先生：松井和子氏……武蔵野音大声楽科卒、横浜市民広間演奏会所属、ピアノ、声楽等後進の指導。
次回の予定……１月 23 日（火）、２月 27 日（火）、です。
　　　　　　   10:00 ～ 12:00　場所：西柴団地自治会館
参　加　費……毎回都度 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。

～ 1 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

◎新年会　

　   日時：1 月 13 日（土）11:00 ～ 13:00

　   内容：余興　お笑いコンビ「横浜よこはま」出演
 　　　　　新年を皆様お揃いでお祝いいたしましょう
　   内容：食事会　　：誕生会

◎インフルエンザに気をつけましょう

予防はこまめな手洗い、水分補給、十分な栄養、そして休養を取ることです。
風邪との違いは、くしゃみや咳の症状がないままに突然の高熱と全身のだる
さに襲われ、筋肉痛が起こり、状態が急激に悪化するなどです。おかしいと
気づいたらすぐに受診しましょう。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　


