
1. 議案　
「今年度の防犯カメラの設置について」
今年度の防犯カメラの新規設置場所として、
子どもの安全を守る観点から称名寺東公園
付近とすることを提案
設置費用 ( 予定 )：￥385,000

（但し、￥270,000 の補助金申請を予定）
　　　承認

2. 協議事項
新しい部長、ブロック長での初めての本部
会であることから、本年度の事業計画と自
治会の課題等について会長から説明がある
とともに、自治会組織や役員の役割、連絡体
制、主な行事予定について副会長から説明が
あった。
3. 報告事項
① 総務部より

自治会館のインターネット環境が劣悪な
ため、ADSL からひかり回線へのアップグ
レードを行う。
また、自治会活動のデータ管理の効率化
とバックアップ機能の強化のため、外付
けハードディスクを購入する。

② 防犯部より
6 月の防犯パトロール意見交換会に向け、
減少傾向にあるパトロール員に対し現状
把握のためアンケート調査を行う。

◆会長挨拶
　西柴は 60 歳以上の方が 43％、50 年
後の日本だそうです。未来の街ですか
ら、明るい街でなければなりません。
　その実現に向け、自治会では 3 つの
課題に挑戦してきました。①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を実現する。
②バンダナパトロールや防犯パトロー
ルを通じて、安全・安心を実現する。
③住民の様々な活動を通じて、西柴の
福祉を実現する。この 3 つです。
　これまでの取組みを引き継ぎながら、
でも、ちょっと前へ。
　今年の自治会の事業計画に福祉につ
いて、その担い手をあげて、「子どもか
ら高齢者まで様々な世代が安心して、
健やかに、生き生きと暮らすために、
西柴団地福祉サービスや福寿会、生涯
学習『西柴』などによる福祉活動を支
援します」と書きました。
　このほか、地区の民生・児童委員、
主任児童委員、保健活動推進員の方が
た、30 を超える親睦団体の活動が西柴
の福祉を支えています。
　皆さんと一緒に、「身の丈に合った自
治会活動」で、住みよい街に西柴を未
来に引き継いでいきたいと思います。
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●上期自治会費納入のお願い
　6 月 17 日（月）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17 日（月）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）

●「組み立て式ゴミボックス」の
購入申込み募集

組み立て式ゴミボックスの購入申込みを
受け付けます。（無料）
申込締切日：6 月15 日（土）
申　込　先 ：自治会館☎７０１－４９６１
修理等詳細は自治会館にお問い合わせく
ださい。
ネットの購入申込みもご連絡ください。

　　　　　　　　　（環境交通部）

●映画会鑑賞会のご案内会
日　　時：6 月 16 日（日）
日　　時：10：00 ～
上映作品：「雨あがる」
　　　　　原作：山本周五郎　　脚本：黒澤　明

　　　　　出演：寺尾　聡　宮崎美子　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（土）～
　　　　　自治会館（☎ 701-4961）
＊詳細は、回覧・ホームページで。

●バス通り清掃のお知らせ
日　　時：6 月 22 日（土）
日　　時：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 23 日（日）

＊詳細は回覧でお知らせします。    （環境交通部）
　　

　

【防犯パトロール意見交換会のお知らせ】

防犯パトロール隊の皆様の意見交換会および

懇親会を開催します。

日時：6 月 29 日（日）10：00 より

対象ブロック：5 Ｂ　6 Ｂ　8 Ｂ　9 Ｂ　

日時：7 月 7 日（日）10：00 より

対象ブロック：1Ｂ　2 Ｂ　3 Ｂ　4 Ｂ　7 Ｂ

場所：自治会館

＊配布したお知らせには、「午後 10 時より」

と記載しましたが、「午前 10 時より」の誤

りです。訂正し、お詫びいたします。

 ( 防犯部 )

　　

　【防犯情報】

能見台駅前交番（西柴管轄）の犯罪発生件数

は、1月～3月で12 件です。振り込み詐欺 2 件、

オートバイ盗 1 件、他 9 件です。

振り込み詐欺の最近の傾向として、家電量販

店を名乗る者から ｢高額なテレビを、あなた

名義のカードで購入した｣ との騙しの電話が

架かってきます。

振り込み詐欺防犯のため、留守番電話設定のお願い！
●犯人は、留守番電話を嫌います。

●常に留守番電話の設定を！

●留守番電話が作動する前に受話器を取らないで！

●迷惑電話防止機能付き機器の購入検討を！

 ( 防犯部 )



　5 月！ 緑まばゆい季節、そして新茶の嬉しい季
節です。新年度第 1 回はお茶屋さんを訪問するこ
とにしました。
 『長峰製茶　横浜金沢店』は静岡県焼津の製茶工
場直売店です。いろいろな種類のお茶が市価より
２～３割引きで提供されています。高級品は言うま
でもなく、家庭用の手頃なお茶もとても美味しい !! 
お茶だけではなくお菓子、漬物、乾物などもあり
ます。茶道具なども扱う楽しいお店です !!
　最近は喫茶コーナーにも力を入れています。メ
ニューも豊富。中でも抹茶ソフトはさすがお茶屋さ
んだけあって、絶品です。テレビでも取り上げられ
たとか。あんみつやサンデーもボリューム満点。
　笑顔の素敵な店長さん、明るいスタッフの皆さん
で家庭的な雰囲気のお店です。登録するとクーポ
ン付きの D Ｍも送られて来るということで人気が高
く、常連さんも大勢のようですが、まだの方もぜひ
一度お出掛けください。

長 峰 製 茶 工 場 直 売 店 （ 和 カ フ ェ 併 設 ）
所  在  地：横浜市金沢区幸浦 2 － 19 － 2
　　　　   （幸浦駅から徒歩 3 分）
電話番号：045-784-7027
営業時間：9:00 ～ 18:00 
定  休  日：年中無休（ただし、お盆、年末年始休暇あり）
駐　　車：７台可

昨年度は主に西柴団地内のお店の再発見がテーマでしたが、
今年度は少し足を延ばして柴町、工業団地、能見台近辺の
お店を探訪してみます。

近場のお店探訪 第 1 回

長峰製茶工場直売店

 　　　



◎ふれあい談話室　13：30 ～ 15：00（参加費 100 円）
　※ 6月 14日／ 28日 （金）
＊皆さんとおしゃべり・体操・歌などを楽しんでいます。
　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 11日 （火）
＊当日販売もいたします。

◎ふれあいキッズ　10：00 ～ 12：00   
　※ 6月 3日／ 10日／ 17日／ 24日 （毎週月曜日）
＊未就園児と保護者の楽しい広場です。
　参加費は無料です。遊びに来てね。

≪歌の会≫
日　時・・6 月 25 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・・「城ヶ島の雨」「牧場の朝」「浜辺の歌」や皆さんのよく知っている歌曲なども含

　　　　　め、楽しい歌をみんなで歌います。お友達とお誘いあわせ、気楽においでく

　　　　　ださい。

参加費・・600 円（生涯学習西柴の会員・400 円）・・予約は不要です。

≪散　策≫
6 月 4 日（火） 保土ヶ谷の公園を巡る　（弁当持参　徒歩　約 3 キロ）

  講師：横田巌氏　　　集合：金沢文庫駅・・9：00に出発します

7 月 2 日（火） 鎌倉歴史文化交流館と扇ヶ谷巡り　（徒歩　約 3 キロ）

  講師：大貫昭彦先生　集合：金沢文庫駅・・9：00に出発します

◎いずれも予約不要です。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、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。

～ 6 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　6月 22日（土）12：00～ 14：00

内容：誕生会、食事会、歌、体操
内容：講座「認知症サポーター養成講座」（12：45より）　　　　

内容：　 講師：能見台保健活動推進委員会の方々
内容：内容：認知症になっても地域で安心して暮らせる
内容：内容：ようにするために、お話を聞いて皆様で考
内容：内容：えてみましょう
内容：
＊講座には、福寿会会員以外の方も参加できます。

令和元年５月の定例会も楽しくなごやかに過ごしました。
誕生日の方は、６名でした。

＊使用済み切手の回収
　　　　を行っています。

切手の周囲を5㎜程残して切り取り
自治会館2階福祉サービス拠点の回
収箱にご投函ください。
生協を通し海外医療協会に送付して
います。




