
◆５月度定例本部会報告（開催日5月19日）
新年度最初の本部会開催にあたり、会長か
ら新役員体制の紹介と、本年度の事業計画
の説明がありました。
1. 自治会運営の取り組みについて

“ 継承を基本に、西柴の課題に挑む。”
そしてより多くの会員に、できる範囲で参
加してもらえる取り組みを行っていく。

2. 住みよい街づくりのための事業について
①改定団地協定の効果的な運営の検討と

自治会地域全体への周知を図る。
②防犯カメラの適切な運用管理を図ると

ともに、さらに２台を増設し、犯罪抑
止効果を高める。（申請書提出中）

③バンダナパトロール隊を中心に防災に
関する「近助」の強化と、防犯パトロー
ル員、公的委員等との協力体制を検討
する。

④高齢化に伴う福祉充実施策として「近
助」による見守りを重点に具体案を検
討していく。

報告事項：
区制 70 周年記念および新金沢公会堂完成
に関する事業として、グランドピアノを購入
するために、本年度予算に計上された 15 万
円（自治会）と￥15,164（募金箱）の振り込
みが、5 月 1 日に完了しました。

◆新任会長挨拶
　新しい役員、会長、副会長は全員未経験
者ですが、やるからには皆さんと一緒に西
柴の課題に挑んでいきたいと考えています。
１．未来を先取りする街
　西柴は、60 歳以上の方が 40％を超える、
50 年後の日本だそうです。未来の街、西柴
ですから、生き生きした明るい街でなけれ
ばなりません。この自治会館、年間利用者
が２万人。映画会やさまざまなサークル活
動の場になっています。そのような活動を支
える自治会でありたい思っています。
２．多世代が暮らす街
　新建築協定の加入率が８割、生活環境を
守るための西柴団地協定の賛成が 85％。落
ち着いた環境を守りながら、若い人、子育
ての世代が暮らしやすい街、これを実現す
るのも自治会の大きな仕事です。
３．安心して暮らす安全な街
　高齢者への福祉的なサポートと防災や防
犯の活動を結びつけて、さらに、子どもの
安全、子どもの見守り活動を地域ぐるみで
進めていく必要があります。
身の丈に合った自治会活動
　自治会の活動は継承が基本。事業だけで
なく、「身の丈に合った自治会活動」という
考え方もきちんと引き継いでいきます。
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●バス通り清掃のお知らせ
日　　時：6 月 23 日（土）
　　　　　9：00 ～11：30
集合場所：西柴団地自治会館、
　　　　　称名寺東公園他 4 か所
自分たちの地域の道路は自分たちの手で
きれいにしましょう。小中学生などご家族
一緒に多数のご参加をお待ちしています。
＊雨天の場合は翌 24 日（日）
＊詳細は回覧でお知らせします。

（環境交通部）

●上期自治会費納入のお願い
6 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。口座引き落としの手続きをされ
ていない方は、6 月15 日（金）までに自
治会館にご持参いただくか、自治会口座
へのお振込みをお願いいたします。　　　　　　　

（会計）

●防災倉庫の鍵を
全組長さんに配布しました
第 1 公園・第 3 公園・称名寺東公園に
は防災倉庫が設置されています。
※すべての倉庫は、同じ鍵です。

●映画会鑑賞会のご案内
日　　時：6 月 17 日（日）
日　　時：10：00 ～
上映作品：「生きる」
　　　　　監督　黒澤　明

　　　　　出演　志村　喬　他

受  付  数：70 名
場　　所：西柴団地自治会館 1 階洋間
事前申込：6 月 1 日（金）～
　　　　　自治会館（☎ 701-4961）
＊詳細は、回覧・ホームページで。

　　【防犯情報】

5 月 21 日、西柴 ( 自宅 ) でキャッシュカー

ド詐欺が発生しました。警察官を名乗る者

から電話があり、「あなたのキャッシュカー

ドが不正に使われている。捜査に協力して

ほしい」と言われたため、警察官を名乗る

者に指定されたとおり、自宅郵便受けの中

にキャッシュカードを入れておいたところ、

窃取されたものです。

「キャッシュカードをあずかります」
「暗証番号を教えてください」
と言われたら、サギと疑ってください！

( 防犯部 )

　　　にししばゴミ通信】

アルミ缶回収についてお願い

月 2 回、ごみ集積所に出してください。

ゴミボックスの中には、入れないでください。

プラスチックゴミとは、違うトラックで回収

していますので、回収時間が異なります。

第 1・3 水曜日

西柴 2・3・4 丁目 第 2・4 水曜日

金沢町 第 2・4 水曜日

柴町 第 2・4 金曜日

西柴 1 丁目



 

　寿徳庵さんのルーツは、今からちょうど
100 年前に横須賀で創業されたお蕎麦屋さん
にまで遡ります。その後、お店は暖簾分けさ
れ、横浜市内にも拡がって行きました。そう
したお店の 1つが西柴商店街にある寿徳庵さ
んなのです。
　現在のご主人は、先代からお店を引き継い
で 21 年にもなるそうです。お蕎麦はもちろ
んですが、うどんや中華麺もすべて自家製で
伝統の味を守り続けています。
　これから迎える夏の暑い季節、ご主人のお
すすめ料理は「細切り天ざるうどん」。もう
一つが、お得な「カツ冷やし中華」とのこと。
どうですか？　お腹がすいてきませんか？

『寿徳庵』
所在地：横浜市金沢区西柴 3-17-8
お問合せ：045-781-2260
営業時間：11:00 ～ 14:00、17:00 ～ 20:00
　　　　　（ラストオーダー 19:45）
定休日：日曜日・第 3月曜日

近所のお店再発見

第１回　　寿徳庵

今月から西柴商店街にあるお店の『再発見やおすすめ

情報』を皆様にお届けするコーナーがスタートします。

第１回はお蕎麦、定食で御馴染みの寿徳庵さんです。

人気商品の「カツ重セット」



　 

   
≪歌の会≫　
日　時・・６月 26日（火）　10:00 ～ 12:00
場　所・・西柴団地自治会館
講　師・・松井和子先生
内　容・・夏は来ぬ、ヤシの実、など季節の歌や、菩提樹など歌曲も含め
　　　　　楽しい歌を、みんなで歌いましょう。　（予約不要です）

≪散　策≫
｛お詫びと、訂正・変更について｝先にお知らせしました、６月の散策・行程ですが、事情により品川水族館は取りやめ、下記の行程に変更いたします。

ご了承いただきたく、お詫びを申し上げます。

６月５日（火）　品川歴史館から浜川砲台跡へ　　（徒歩・・約 6キロ）
　　　　　　　　講師：横田　巌氏　　　　集合：金沢文庫駅・・９時に出発
７月３日（火）　大町の寺・由比ヶ浜の遺跡　　　（徒歩・・約５キロ）
　　　　　　　　講師：大貫昭彦先生　　　集合：金沢文庫駅・・９時に出発

◎予約不要です：参加費は当日集合場所で、交通費は各自、電子カードでお願いします。

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）
　※ 6 月 8 日 （金）／ 22 日 （金）
　＊毎回、皆さんとおしゃべり・体操・歌を楽しんで

います。和気あいあいの談話室へぜひご参加くだ
さい。

◎ふれあい編み物　13：00 ～
　※ 6 月 12 日 （火）　　

　＊当日、販売も致しております。作品見学のみも大
歓迎です。

◎ふれあいキッズ　10：00 ～ 12：00   
　※ 6 月 4 日（月）／ 11 日（月）／ 18 日（月）／　
　　 25 日（月）　
　＊未就園児と保護者の楽しい広場です。
　　参加費は無料です。遊びに来てくださいね。

※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。

～ 6 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

　　　

＊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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◎ 定例会 6 月 23 日（土）12:00 ～ 14:00　

　 内容：誕生会・食事会・歌・体操
　 
◎グランドゴルフ　　
　毎週火曜日・金曜日９:00 ～ 10:30 頃まで
　西柴第 1 公園でプレーを楽しんでいます。

◎健康麻雀　　　　 　
　第 2・第 4　日曜日　13:00 ～ 16:00 まで
　 自治会館 2 階でにぎやかに楽しんでいます。
　 会費：1 回 100 円

みなさま、一度見学にいらしてください。


