
◆議案
1）｢長寿及びお子様誕生のお祝い金贈呈に
　　関する規則」の一部改訂について
　 第 2 条：趣旨の明確化
　 第 4 条：遅れて申請する場合の期限について
　 　　　   明文化する　　　　　　      承認
2）候補者推薦委員会の本部会推薦委員の出について
　　須﨑邦夫さんを選出　　　　    　   承認
◆報告事項
① 総務部より

・自治会役員改選に伴う立候補の受付を10
月19 日より行う

② 防犯部より
・８月 21日金沢警察署の申し出により防犯

カメラ映像を提供・一戸一灯運動の推進の
ため、準備中・防犯パトロール隊を募集中

③ 防災部より
・9 月 29 日に拠点防災訓練の打ち合わせ

9 月 22 日・10 月 5 日にバンダナパトロー
ルの打合せを行う

・今年度の助けてカードの登録は 176 世帯。
民生委員が登録希望者を各戸訪問中

・感震ブレーカーは 88 個の申し込みがあ
り岩崎電器が取り付け作業中

④ 環境交通部より
・歩道にはみ出ている庭木の手入れ等を各

戸へ依頼する方針
⑤ ホームページ委員会より

・夕涼み会当日雨予報のため、開催するか
どうかのアクセスが 1000 件近くあった

◆会長挨拶
　台風 15 号は、甚大な被害を千葉県や
首都圏だけでなく、この金沢区にももたら
しました。
　この団地ができたころは、毎年のように
災害が起こっていました。昭和４７年の集
中豪雨では酒匂川上流の山北で土石流な
どが発生し多くの方が亡くなり、昭和４９
年には台風により横須賀の平作川が氾濫し
10人を超える方が亡くなっています。最近
はあまり聞きません。河川の改修や砂防工
事がかなり進んでいるためと思います。
　今回の被害を見ると、防災の主眼は、
個人の住宅や電柱、街路樹といった都市
施設に移ってきたのではないでしょうか。
バス通りのソメイヨシノは、10 年前に土木
事務所が神代曙に植え替えました。前の
桜だと危なかったと思います。イチョウ並
木は電柱や電線と交錯しているところも多
く、何本かは根が浮き上がっていました。
　そして、個々のお宅です。家屋自体はも
ちろんですが、ブロック塀や駐車場の屋根、
庭の物置など大丈夫だったでしょうか。
　周辺町内会ではブロック塀や物置などが
道を塞いだり、送電線を破損した例もあり
ます。今回の台風は、改めて、自助の大切
さ、家庭での備えの大切さを認識させてく
れました。
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ようやくひと心地、災害に強い西柴を！

9月度定例本部会報告（開催日9月21日）



●10月の映画鑑賞会
≪今月は、第4日曜日です≫
日　　時：10 月 27 日（日）
日　　時：10：00 ～
上映作品：「日日是好日」

受  付  数：70 名
場　　所：西柴団地自治会館 1 階洋間
事前申込：10 月 1 日（火）～
　　　　　自治会館（☎ 701-4961）
＊詳細は、回覧・ホームページで。

●西柴小学校で防災訓練！！
日　　時 ：10 月 20 日（日）
　　　　　10：00 ～12：00
　　　　　雨天でも開催します。
集合場所：西柴小学校　グランド
持  ち  物：内履き（スリッパ等　体育館で使用）

＊9：00からバンダナパトロール（誘導
訓練）も実施します。

詳細は、防災ニュースをご覧ください。
主催：西柴小防災拠点管理運営委員会

（西柴団地・横濱サウス自治会等で構成）

●第45回夕涼み会の御礼
第 45 回夕涼み会は、会場設営後に急な
雨に降られ、はっきりしないお天気に
気を揉みましたが、昼間からの晴天の
下、すべてのプログラムをつつがなく
開催することが出来ました。
各部の皆様、毎年ご協力下さるボラン
ティアの皆様、そしてご参加ください
ました皆様に御礼申し上げます。
今年は、「からくりキング」のコメディー
マジック、また盆踊りには創作和太鼓

「典」も加わり、楽しい時間を過ごして
いただけたと思います。
最後にご寄付を頂戴しました諸団体の
皆様に心から御礼申し上げます。

≪　夕涼み会　寄付ご芳名　≫
西柴ショピングセンター　
片吹団地自治会　　　 
堀口町内会　　　　
谷津坂東部町内会　　　　　
谷津坂西部町内会
谷津坂南部町内会　　
谷津坂北部町内会　　　　　
横濱サウス自治会　　
望洋台町内会
西柴中学校 PTA 会長　
西柴小学校 PTA 会長　　　
文庫幼稚園　　　　  　
西柴学童保育保護者会
金沢東部地区民生児童委員協議会
岩室酒店　　　　　 　　  　　
京急メモリア金沢文庫斎場
セレモホール金沢文庫　
金沢工務店       　　   

（株）ビアレ横浜　
創作和太鼓「典」

　　

　【防犯情報】

6月に西柴で空き巣被害がありましたが、そ
の後近隣の町内でも複数件の空き巣被害が
ありました。掃き出し窓やサンルームの窓ガ
ラスをこじ開け、犯人が侵入しています。また、
西柴で自転車盗も発生しています。
夜間は門灯を付けて地域全体を明るくする
など、地域全体での防犯対策にご協力をお
願いします！
＊引き続き防犯パトロール隊員（ボランティ
ア）を募集しています。詳細については、
西柴団地自治会にお問い合わせください。

出演　：樹木希林　黒木華他



　柴シーサイドファーム直売所では、毎週
土、日に地元生産の新鮮な野菜、果物、
花を直売ならではのお得な価格で販売し
ています。採れたての農産物は、生産者
の名前入りで温かみが感じられ、安心して
購入できます。
　見晴らしも大変良く、遠くに房総を望み、
八景島、海の公園を見下ろす丘の上にあり
ます。横浜農業協同組合が管理運営して
おり、500 以上の区画で市民が自然に親
しみながら野菜や花などを作っています。
観光農園もあり、5～ 6月にはジャガイモ
掘り、秋はミカン狩りなども楽しめ、12
月には収穫祭でにぎわいます。
　朝7:00 オープンですが、売り切れ次第
終了となりますので、お早めに！
晴れた日には富士山も見ることができる
シーサイドファーム、お散歩がてらいかが
でしょうか。

所  在  地：横浜市金沢区柴町 464
　　　　　西柴小学校正門脇から徒歩 8 分、シーサイドライン海の公園柴口より徒歩 15 分、
　　　　　または金沢文庫より柴町行きバス柴町下車徒歩 5 分
電話番号：045-785-6844
営業時間：土曜　7：00 ～ 15：00　日曜　7：00 ～ 12：00
開園時間：毎日　9：00 ～ 16：00（休園は年末年始、月曜日）

前回に続き柴地区の直売所の紹介です。今回は西柴小学校
正門の脇の階段を登った丘のてっぺんにあり、野菜畑や果
樹園の中にある柴シーサイドファーム直売所。週末の朝の
散歩の行き先としておすすめです。

近場のお店探訪 第 4 回

柴シーサイドファーム
直売所



◎ふれあい談話室　13：30 ～ 15：00（参加費 100 円）
　※ 10 月 11 日／ 25 日（金）

◎ふれあい編み物　13：00 ～
10 月 8 日（火）当日、販売も致します。

◎ふれあいキッズ　10：00 ～ 12：00   
　※ 10 月 7 日／ 21 日／ 28 日（月）

≪令和元年度　生涯学習「西柴」文化祭≫　
毎年、秋の季節に開催している恒例の文化祭も、今年で第 18 回です。皆様お誘い合わせの

うえ、作品展示をご覧いただきながらの憩いのひと時を、ごゆっくりと、お楽しみください。

◎日時：令和元年 10 月 29 日（火）　10:00 ～ 15:00　　

◎場所：西柴団地自治会館　1階洋間

◎内容：１．作品展　☆絵画、アートフラワー作品、絵手紙作品、陶芸作品、鎌倉彫など。

　　　　２．学習内容の記録展示　☆散策、バス旅行、講演会など各種行事。

　　　　３．アトラクション（10:50 頃～ 12:00 頃）☆ハーモニカ演奏、オカリナ演奏など。

　　　　４．喫茶コーナー　☆お汁粉、コーヒーなど（無料接待）

　多数の皆様のご来場をお待ち致しております。

≪散策≫　鎌倉仏の寺を訪ねる　　弁当・敷物持参　徒歩約３キロ　予約不要
　　　　　◎日時：令和元年 10 月 1日（火）　９時に出発します。　

　　　　　◎講師：大貫昭彦先生　　

　　　　　◎集合：金沢文庫駅

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。

～ 10 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。

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　10月 26日（土）12：00～ 14：00
　内容：食事、誕生会、歌、唄、体操

◎福寿会バス旅行　期日：10月 31日（木）　
　行先：愛宕神社→徳川家御座船( 安宅丸 )ランチクルーズ
　　　　 →旧古河庭園

　参加申し込みは、10月 11日（金）までに幹事さんへ

◎９月８日（日）にカローリング講習会が自治会館で開催されました。
20 余名の参加者が、さわやかスポーツ委員の方々からご指導いただ
き、ポイントゾーンをめがけて、投球しました。
思い通りに床を滑ることもありますが、慎重になりすぎて途中で止
まることもあり、笑い声につつまれて、楽しいひと時を過ごしました。
カローリングを福寿会の新規活動として取り入れることにいたしま
した。
詳細は、後日　回覧でお知らせ致します。

出来るときに、
出来ることを！ 
地域デビュー
してみませんか？




