
◆会長挨拶
　3月は、卒業式のシーズンです。3月
11日は西柴中学校と金沢中学校の卒業
式でした。私は金沢中の卒業式に出席
しました。式の前に校長先生から、「今
日はおめでたい席ですが、3月 11日で
すので、式の言葉の中で震災のことに
触れさせいただきます。ご理解くださ
い」との話がありました。卒業生や在
校生の言葉にも震災がありました。
　釡石東中学校の生徒たちが、てんで
んこ (自主的 )に隣の小学校の児童の手
を引いて高台に逃げ、学校が津波に呑
まれていく中、全員助かった「釡石の
奇跡」を思い出します。
　一人ひとりの決断や行動が必要なの
は、避難の時だけではないそうです。
　3月 12日には、新しい金沢公会堂で
行われた区主催「防災の講演会　国崎
信江さんのお話」を高谷副会長と一緒
に聞きました。本当に支援が必要な方々
に共助や公助を行きわたらせるために
は、自宅で避難生活を送るための備え
が大切だというお話でした。
　自治会でも感震ブレーカーの設置支
援や消火器の購入補助など自助に力点
を置いて防災の取組みを進めていきた
いと考えています。
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桜の花が、芽吹く音が聞こえる、春到来

3 月度定例本部会報告（開催日 3月 16 日）

1. 議案　
「夕涼み会櫓用部材収納庫更新について
収納庫の老朽が著しいため、雨水被害・盗難防
止の面から、防水被覆加工を施した新規収納庫
に取り替える。
設置業者：沖津工務店 (櫓組立て業者 )
見積額：￥154,494-（税込）　　　　　　  承認
2. 協議事項
①平成 31年度総会議案書について
30 年度事業報告・31年度事業計画案につい
て、予算案内容の一部見直しや防犯カメラ取
扱いマニュアル作成、従来の役員等名簿作成
に当たり個人情報保護を考慮した様式への変
更等について協議が行われた。

3. 報告事項
① 公的委員より
公園内でのドローンの取扱いと規制に関する
内容をHPに掲載する予定。
②会長より
 ・2 ブロック 10組の新築工事に関する質問
状に対し、施行業者から２月末に回答があ
り、その内容をHP上に公開する予定。
 ・環境交通部・建築協定委員担当の井上春樹
副会長から、体調不良により役員としての
継続が困難なため副会長辞意の申し出があ
り、受理した。
 ・柴町ログハウス跡地の施設解体と西柴ケア
プラザ・コミュニティハウス（仮称）設置
に向けた区の整備事業が、横浜市の 31年
度に予算化。（34年度開所予定）



●カラスの巣作りに注意
カラスが子育てのために巣作りを始めてい
ます。見つけましたら、自治会館、また
は土木事務所にご連絡ください。
巣のそばを通ったときに攻撃を受けること
もあります。巣に卵を生んでしまうと危険
なため、ひなが巣立つまで撤去は出来ま
せん。ゴミの出し方にも一層の注意をして
ください。

●映画会鑑賞会のご案内会
日　　時：4 月 21 日（日）
日　　時：10：00 ～
上映作品：「舟を編む」
　　　　　出演：松田龍平　宮崎あおい

受  付  数：70 名
場　　所：西柴団地自治会館 1 階洋間
事前申込：4 月 1 日（月）～
　　　　　自治会館（☎ 701-4961）
＊詳細は、回覧・ホームページで。

●西柴団地自治会のホームページを
　ご覧になられましたか？

「住みよい街西柴」を目指して、さまざま
な情報を更新しています。
今月は、自治会が契約している葬儀斎
場の情報や地域の公園でみかけるように
なったドローンの取り扱いについての情報
が掲載されます。

「西柴団地自治会」で検索してみてくださ
い。                          　（HP 運営委員会）

●公園愛護会からのお知らせ
自治会の 5 つの公園を巡りながら、お花
見をしませんか？
日時：4 月 2 日（火）　10:00 集合
場所：称名寺山門前
持ち物：お弁当　飲み物。歩きやすい靴
でおいでください。
最後に第 1 公園で持参のお弁当を広げて
お花見をします。
公園愛護会の方が案内します。参加自由
ですので、お気軽にお出でください。

（公園愛護会）

　　【防犯情報】

2 月下旬～ 3 月上旬に金沢区で空き
巣２件：１階の窓をこじ開けられ、現
金や貴重品の盗難。
また、税務署員、区役所員、家電店
員、銀行員や息子や孫を名乗る者か
ら ATM への誘導や現金、キャッシュ
カードの詐取計 5 件。
最近は息子と名乗る者から保有金額
を訊かれ訪問者に詐取されたり、強
盗に襲われるアポ電という犯罪もあ
るそうです。怪しい電話には絶対答
えず、警察に通報してください。

 （防犯部）



ヤマ住宅設備

「ヤマ住宅設備」さんは、ノーリツ指定工事店（取
付、修理など）で、メーカーの仕事のほか、水
道関係、その他急なトラブルにも細かく対応し
てくれる、頼れるお店です。
　水道局のホームページにも載っていますの
で、何かの時には気軽に問い合わせてみてくだ
さい。その他、家のメンテナンスなどに関して
も、幅広くいろいろとアドバイスしてくれます。
商店名のいわれは、ご主人が「ヤマさん」と呼
ばれていたので、「親しみやすい名前を」と思い、
そのまま「ヤマ住宅設備」にしたそうです。

近所のお店再発見

第 10 回　　

ヤマ住宅設備

所  在  地：横浜市金沢区西柴 3-17-8
電話番号：045-788-1721
営業時間：8:30 ～ 18:00
定  休  日：日曜日、祝日　（緊急時は、いつでも対応）

ヤマ住宅設備

寿司駒

寿司駒
所  在  地：金沢区西柴 3-17-1
電話番号：045-784-2754
営業時間：11:30 ～ 14:00
　　　　　17:00 ～ 20:00
定  休  日：火曜・水曜日

寿司駒

産地にこだわって旬の魚を仕入れさばく地元のお寿司屋さんです。定番のお寿司だけでなく、
ガチ丼バラちらしから始まり、東京のイタリアンレストランとのコラボ丼などとおつな企画
も盛りだくさん。クレージーケンバンドの小野瀨雅生さんのミニ LIVE などイベントにも参加
しています。
今回、座敷をテーブル席に替えて、車椅子でのご来店もしやすく改装されました。
そして、大事なお知らせ！　2 月から定休日が火曜・水曜日に変更になっていますので、お
間違いないように！
自治会のホームページからもリンクしているホームページ（http://www.sushikoma.com）も
リニューアルしてほぼ毎日更新しているそうなので、ぜひご覧ください。

ヤマ住宅設備さんは住宅設備のトラブルなどにも対応し
てもらえる会社です。
寿司駒さんは、バラエティ豊かなメニューが自慢のお寿
司屋さん。ホームページでお品書きを確認できますよ。



◎ふれあい談話室　13：30 ～ 15：00（参加費 100 円）
　＊お茶を囲み楽しいおしゃべり。
　※ 4月 12日／ 26日 （金）
◎ふれあい編み物 　13：00 ～　
　＊手編み製品の販売もしています。
　※ 4月 9日 （火）

◎ふれあいキッズ　10：00 ～ 12：00   
　＊未就園児と保護者の集いの場です。
　※4月 1日 （月）氏家さんのおたのしみ
　　 4 月 8日／ 15日／ 22日 （月）

　 

   

　　

≪平成 31 年度（2019 年）・開講のお知らせ≫
４月から、新年度が始まります。開講のオリエンテーションを下記の要領で行いますので、
西柴団地の皆様、お誘い合わせのうえ、ご参加くださいますよう、お待ち致しております。

記
◎日　時：４月９日（火）　10：00 ～ 12：00
◎場　所：西柴団地自治会館
◎内　容：①平成 31 年度（2019 年）ご入会手続きと年会費の受付（受付開始９：30 から）
　　　　　②オリエンテーション：　年間行事計画・内容のご案内
　　　　　③アトラクション：出演／男声合唱団「ダックスフント」　
　　　　　　　　　　　　　　　　　魅惑のコーラスをどうぞ

≪講演会のお知らせ≫
　　　　　４月から５月、今上天皇の退位と新天皇の即位が行われます。古代ではどうだったのでしょう。
◎日　時：４月 23 日（火）10：00 ～ 12：00
◎場　所：西柴団地自治会館
◎演　題：古事記神話と皇位継承
◎講　師：堂野前彰子氏　　文学博士・明治大学経営学部講師　
◎参加費：200 円（自由参加で当日受付）

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出ください。
・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。

～ 4 月 ふれあい事業のお知らせ～
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成 31年度通常総会を開催します。
日時：　4月 20日（土）10:00 ～
＊総会終了後に定例会を行います。
　４月の定例会では、食事会はありません

・残念ですが、今年のお花見はありません

・3月の定例会では、能見台保健活動推進委員会の方々の
指導による「脳トレ　3-A」を皆さんで挑戦しました。歌
に合わせて身体を動かしたり、指の体操をしたり、出来な
くたって良いのです。笑いが止まらないひと時でした。

～ご存知ですか？～
西柴団地自治会のホームページの中に福祉サービスのHPがあります。　
講演会やふれあい事業の報告とともに
可愛らしい子供たちの姿も見ることができます。ぜひご訪問ください。
http://nishishiba.p-kit.com/pag




