
1. 議案　
1）平成 31年度総会議案書について
30年度事業報告並びに収支決算書、31年度
事業計画案、並びに予算案が提示された。　　　　　　　

承認
2）31年度各部員・委員の選出について
役員候補者推薦委員会の一部を除き新年度の
名簿が作成された。（個人情報に配慮し作成）　　　　　　　　

承認

2. 報告事項
① 各ブロックより
 ・7 ブロック：ゴミ出用ポリバケツを固定する
ゴムバンドが、3度の盗難にあっている。今
後の対策が必要。

② 役員会より
 ・夕涼会用櫓格納庫の工事は、3月内完成の
予定が、業者の都合で 4月にずれ込み、予
算の執行が 31年度に持ち越された旨報告が
あった。（4/10 完成）
 ・高谷副会長より、区役所保険年金課職員を
騙る詐欺まがいの電話があった事例が紹介さ
れ、注意喚起が促された。
 ・総務より、事務室のパソコン 1台が故障し、
新規購入をした旨報告があった。

◆会長挨拶
　もうすぐ「令和」がやってきます。
この自治会便りも平成の最終号です。
「西柴団地って、いつできたのですか」
と尋ねると、「昭和 40年代後半ですよ」
という答えが返ってきます。そして、
全国から首都圏に人が集まり、周辺の
丘陵地帯の宅地開発が急激に進んだこ
と、西柴団地の抽選に当たって嬉しかっ
たことなどなど昭和の思い出が次から
次へと出てきます。
　この先、「西柴の平成」はどのように
語られるのでしょうか。
　そして令和は、西柴団地にとって、
どのような時代になるのでしょうか。
　昭和から平成にまたがる西柴の 50
年、住民で建築協定を結び、きれいで
住みやすい街並みを守ってきました。
昔からサークル活動なども盛んで皆さ
ん生き生きと暮らしています。そうし
た西柴の良さを、令和の時代に引き継
いでいかなければなりません。
　4月 27日に自治会の総会が開かれま
す。平成 31年度の事業計画をご議論い
ただきます。令和元年度の事業計画で
もあります。
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「令和」の足音が聞こえます

4 月度定例本部会報告
（開催日 4月 13 日）

【３月度定例本部会報告についての訂正とお詫び】「３. 報告事項」の内容について下記の誤りがありました。
（誤）②建築協定委員より　→（正）②会長より　　　（誤）③会長より→（正）削除

上記のとおり訂正させていただくとともに、関係者の方々にご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。



●映画会鑑賞会のご案内会
日　　時：5 月 19 日（日）
日　　時：10：00 ～
上映作品：「薔薇の名前」
　　　　　監督：ジャン＝ジャック・アノー

　　　　　出演：ショーン・コネリー　他

受  付  数：70 名
場　　所：西柴団地自治会館 1 階洋間
事前申込：5 月 7 日（火）～
　　　　　自治会館（☎ 701-4961）
＊詳細は、回覧・ホームページで。

●桜まつりの報告
3 月 23 日（土）、西柴ショッピングセンター
との共催で桜まつりを開催しました。あ
いにくのお天気でしたが、桜の下、「ミート
ショップ森」さんの店頭をお借りして、生
活サポート部の関連団体の方々が、通行
する人々に甘酒を配布しました。ノンアル
コールのためお子様にも好評でした。　　　　

（生活サポート部）

　　

　

【防犯情報】

３月下旬～４月上旬
空き巣 1 件
台所勝手口のドアをこじ開けられ室
内物色。
オレオレ詐欺 7 件
① 息子や孫を名乗る者の電話後、

来訪者に現金やキャッシュカード
を詐取される

② 警察官を名乗る者に電話で「詐
欺が流行っているのでキャッシュ
カードを新しくして」といわれ、
銀行員役の者にカードを詐取さ
れる

③ 区役所員を名乗る者の「医療費の
還付あり」との電話に続きコール
センターを名乗る者に電話誘導
され、ATM で現金を振り込んだ、
など。

怪しい電話には絶対答えず、すぐに
警察に通報してください。

（防犯部）

　　

　

【広報部から編集後記】

昨年の５月から広報部員 8 名で担当
してまいりました今年度の自治会便
りの発行も、平成の終わりとともに、
今月が最終回です。この 1 年間お読
みいただきありがとうございました。
令和の幕開けとともに来月からは、
新メンバーが発行を担当いたします。
新たな連載記事もスタートいたしま
すので、どうぞご期待ください。

　　

　

【お願い】

● 愛犬家の皆さまへ
散歩のときに、糞は、必ず拾い
持ち帰りましょう。お散歩グッズ
の中には、ペットボトルの水を加
えて、消臭・街の美化にご協力く
ださい。

● 車を運転する方へお願い
お互いの健康と環境維持のため
にアイドリングに注意しましょう

自治会館事務室ゴールデンウイークのお休み
４月２８日（日）～５月６日（月）



　こんにちは，桜井歯科医院医院長の櫻井健人
です。
　当院は先代院長であった父が 1980 年に開業
し、2013 年に私が引き継ぎ現在に至ります。
お陰様で西柴近隣はもちろん、最近は横須賀市
や磯子区からも来院されています。
　近年、お口の健康と糖尿病や心臓病などの全
身の健康が密接に関わっていることがわかって
きました。当院では、「お口から始まる健康で
豊かな生活をサポートする歯科医院」を目指し
ています。そこで、「できるだけ再治療の少な
い治療」と「一人ひとりにあった予防」を行う
ことが重要だと考え、日本ではまだ１割くらい
の普及率といわれている手術用顕微鏡を使用し
た治療のほか、最新の治療法を様々にご提案し
ています。また、虫歯と歯周病の予防には歯科
衛生士が一貫して担当するシステムを導入して
います。さらに、昨年より訪問診療も行ってい
ます。

「自分の歯を大切にしてほしい」という想いで
スタッフ一同頑張っています。地域のホームド
クターとして、お子様からご年配の方まで幅広
く診療しておりますので、お困りのことがあれ
ばご相談ください。
　予約制となっていますので、必ずご連絡の上ご
来院ください。なお、より詳しい医院の紹介や
最新情報は当院ホームページをご覧ください。

近所のお店再発見

第11回　　

所  在  地：横浜市金沢区西柴 3-17-1
電話番号：045-784-2175
営業時間：9:00 ～ 13:00   14:30 ～ 18:00
休  診  日 ：木・日曜日、祝日
診療科目：歯科、小児歯科、歯科口腔外科、矯正歯科
http://www.sakurai-dental.net/

桜井歯科医院
今回は、身近な歯科医、桜井歯科医院さんの紹介です。
院長の櫻井さんご自身からご紹介いただきます。



◎ふれあい談話室　13：30 ～ 15：00（参加費 100 円）
　※ 5 月 10 日／ 24 日 （金）
◎ふれあい編み物 　13：00 ～　
　※ 5 月 14 日 （火）
◎ふれあい昼食会 　12：00 ～　
　5 月 17 日（金）（参加費 500 円）
＊準備の都合上、当日のキャンセルにつきましては実費を頂きます。
　ご了承ください。

◎ふれあいキッズ　10：00 ～ 12：00   
　※ 5 月 13 日 （月）氏家さんのおたのしみ
　　 5 月 20 日／ 27 日 （月）お誕生会

　 

   

　　

≪文学の講座≫「源氏物語」

5 月 21 日（火）　朝　顔（あさがお）　≪２≫
　　　　　　　　朝顔の姫君は源氏の求愛を拒む。源氏は意地になり紫の上の嫉妬をかう。
　　　　　　　　雪の夜、昔今の女（ひと）の評を交わすが、藤壺の宮が夢枕に立ち恨む。
6 月 18 日（火）　少　女（おとめ）　　≪１≫
　　　　　　　　6 月から、「少女の巻」になります
◎講　師：繁田信一先生（神奈川大学講師・同大学日本常民文化研究所特別研究員）
◎場　所：西柴団地自治会館
◎時　間：10：00 ～ 12：00

≪散　策≫
6 月 4 日（火）　「保土ヶ谷の公園を巡る」
◎講　師：横田巌氏
◎集　合：金沢文庫駅・・（予約不要）9 時に出発します。弁当持参、徒歩約 3 キロ

　　　　　JR 保土ヶ谷駅から、緑と花々が素敵な公園の、横浜散歩の穴場を巡ります

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、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。

～ 5 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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◎定例会　5月 25日（土）12：00～ 14：00
　内容：食事会、誕生会、歌・唄、体操

◎4月20日（土）に平成31年度通常総会を開催しました。
　出席者 31名・委任状 89名で総会の議案は無事承認されました。
　総会終了後、4月の誕生日の方（10名）のお祝いをしました。

大型連休になりますが、くれぐれも体調には気をつけてお過ごし

ください。

令和の年号が始まります。

平和な世界が続きますように。お互いに励ましあって楽しく過ご

しましょう。

～ご寄付のお願い～

お家で眠っている毛糸がございましたらご協力をお願
い致します。
作品は秋祭り、談話室、昼食会などで販売し、活動費に
充てさせていただいています。


