
◆議案
　「防災倉庫に収納する資機材を充実したい件」

防災機材として、発電機、照明器、ポータブル電源、
電工ドラム、ソーラーパネルを各 1台購入したい
理由：停電時の電気利用のため
⇒訓練で使用後、必要数等検討したい

承認

◆報告事項
・防災部より
助けてカード未提出の方は自治会館まで

・防犯部より
10 月 19 日に金沢警察・区役所職員との地域合
同防犯パトロールを実施

・公的委員代表より
横浜市の事業『ひとり暮らし高齢者等「地域で
見守り」事業』で今年も 75 歳以上のひとり暮
らしの方の訪問活動を行いました。

・役員会より
密集・密接を避ける方法として、参加者人数削
減のため、本部会のリモートによる会議開催を
検討。リモート参加希望者を募る。試行後、再
度検討する

◆会長挨拶

　暦の上ではすでに冬を迎え、あわただし
い師走が目前となりました。目を和ませてく
れた色とりどりの木々もやや寂しさを感じさ
せます。しかし、爽やかな空気を胸一杯に
吸いながら掃き清められた団地を散歩する
時、ここで生活する幸せを存分に味わうこと
ができます。
　さて、すでに環境・交通部からご案内い
たしましたように、11月28日（土）午前９
時から11時30分の間「西柴団地一斉清掃」
を実施いたします。今年は昨年までの「バス
通り清掃」を拡大し、ご自宅周辺の清掃と
バス通り清掃を一斉に行うことにいたしまし
た。この活動によって団地全体の美化を図っ
ていくことは勿論ですが、こういった機会を
通じて団地住民の皆様が交流を深め、近助・
共助の絆を一層強いものにしていきたいとの
願いからこのような方法に変更いたしました。
　時代の推移とともに『家族の暮らし方』に
も変化が現れてきました。複数世代同居は
過去のことになってまいりました。「災害が起
こった時、まずは自助」と言う人もいますが、
自助はあくまでも普段の備えで発揮したいも
の。災害が発生した時、家族以外に頼れる
のは隣近所の方たちではないでしょうか。日
頃のお付き合いを大切にしたいものです。
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改めて、大切にしたい近助・共助の絆

11月度定例本部会報告（開催日11月21日）

　　

　 ▶︎  自 治 会 館 事 務 室 　 年 末 年 始 の お 休 み  ◀

12 月28 日（月）
～1 月4 日（月）



【古紙の出し方のお願い】

① 段ボールの出し方
　段ボールは必ず折りたたんで、しばって
　お出しください！

② ピザの箱やせっけんの箱・マスク等は、
　 燃やすごみに出してください。

●年末年始のゴミ等の収集日程
12 月 31日（木）～1 月 3 日（日）まで。
ゴミの収集・粗大ごみの受付はお休みです。

（資源循環局）

●特殊詐欺防止のために
留守番電話に設定しましょう！

家の電話を留守番電話に設定したり、迷惑
電話防止機能付き電話機に変更すれば、犯
人は諦めて切りますのでダマされる心配があ
りません！　そのほか、対策として有効な手
段は回覧でお知らせいたしましたのでご参照
ください。

●西柴一斉清掃・バス通り清掃
日　　時：11 月 28 日（土）
　　　　　9：00 ～11：30
清掃場所：ご自宅周辺
　　　　　片吹交差点～文庫小学校交差点

【ボランティアの方々の清掃場所）】　
ボランティア集合場所：西柴団地自治会館
　　　　　　　　　　称名寺東公園ほか
例年通り、バス通りの清掃ボランティアも募
集しています。コロナ対策をしながらの作業
となりますが、きれいな街づくりに皆様ご協
力ください。
＊雨天の場合：11 月 29 日（日）

（環境交通部）
●下期自治会費納入のお願い
12 月15 日（火）三井住友銀行の口座から、
自治会費 2700 円＋手数料 33 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。なお、非会員の方にも防犯防災等協
力費（900 円）は納入して頂いています。
口座引き落としの手続きをされていない方
は、12 月15 日（火）までに自治会館にご
持参下さい。　　　　　　　　　　（会計）
●「西紫防災ニュースＮｏ41」に記載した動
画「防災を学ぼう」で見ることができる動画
が変更になりました。　　
西柴団地自治会のホームページを検索して、
西柴防災関連情報に掲載されているそれぞ
れをクリックすると YouTube にジャンプし、
ビデオが再生されます。　　　　

 ( 防災部 )

にししばゴミ通信

防 犯 情 報

http://nishishiba.p-kit.com/page264076.html


 　　　　　　　　

　皆様、昨今のコロナ禍のなか、いかがお過ごしでしょうか。
　私は感染予防対策を講じつつ、趣味の釣りを楽しんでおります。釣りは旅を伴います。これま
でに様々な場所へ行きました。もっとも、釣りに興じるあまり周囲の美しい景色や美味しい食べ
物などは御座なりになりがちですが、皆様にお勧めしたい場所を一つご紹介したいと思います。
それは江の島です。車を利用すれば、約 1 時間で行くことができます。その道中では、湘南の美
しい海を堪能できますし、江の島には数か所、駐車場が完備されていますから困りません（注：
連休などの混雑時はできるだけ早く着くようにしましょう）。

　島にはお店や屋台が並び、美味しい海産物を
食べ歩くこともできますし、レストランも数軒あ
ります。この時期は何といっても生シラスやシラ
スの釜揚げなどにちなんだ料理がお勧めです。
　江島神社に続く参道は食べ歩きの観光客で
この時期でも賑わっています。そんな人波の中
を江島神社の鳥居まで歩きます。すると鳥居の
横に展望台まで繋がるエスカレーターが現れま
す。それを利用して楽に頂上まで行くことがで
きます。
　展望台からの景色はまた格別なものがあります。また周りには自然溢れる植物園があり、その
季節を彩るたくさんの草花を愛でながら歩くことができます。そのまま戻られても十分楽しめます
が、健脚に自信のある方は江の島の丁度裏手に当たる江の島岩屋まで足を運んでみてはいかがで
しょうか。ここからの夕景は一見の価値ありかと思います。下まで降りれば水辺まで行けますので、
磯の爽やかな風と共に水面に映る稚児ヶ淵の夕焼けが堪能できます。
　先日、この磯で昼頃から夕まづめ（釣り人の用語で、日の入り時分のことです）まで釣りをして
いたのですが、ふと気が付くと観光客がたくさん周りにいて、身動きできなくなりました（汗）。
　今回ご紹介したのは江の島の極限られた場所です。皆様ご自身で島のあちらこちらを散策され
て、美しい景色や味覚に出会えることを願っております。（この時期は感染対策を十分にとって楽
しい思い出をつくりましょう。）

車で1時間ほどで行ける江の島は

自然に恵まれ、海の幸も楽しめ、

釣り好きにも素晴らしい場所です。今月のオススメ情報今月のオススメ情報



西柴団地福寿会
の

お知らせ

≪文学の講座≫

　源氏物語「初音」の巻、パート２です。

　　◎ 講　師：繁田信一先生　神奈川大学日本常民文化研究所特別研究員・同大学講師

　　◎ 日　時：12 月 15 日（火）　10:00 ～ 11:45

　　◎ 場　所：西柴団地自治会館・1 階広間全室を使用

　　　　　　　（参加者の間隔を空けますが、空気の流通のため窓を少し空けますので、

　　　　　　　  防寒の服装でおいでください）

　　◎ 参加費：1 回・800 円（釣銭のないようにお願いします）

≪散　策≫

　　12 月 1 日（火）　「寒川の史跡をめぐる」　　相模の国一の宮「寒川神社」近辺を巡ります。　　

　　◎ 講　師：大貫昭彦先生　◎歩く距離　約 4㎞

　　◎ 集　合：金沢文庫駅・・・9 時に出発しますので、15 分前にはご集合ください。

　　◎ 参加費、資料等は当日集合場所で、交通費は各自電子カードでお願いします。

生涯学習「西柴」

からのご案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◎ 12月定例会　12 月 12 日（土）　　10:00 ～ 11:30
令和 3 年新年会
　○　１月 9 日（土）　午前の部　10:00 ～ 11:30（１～５ブロック）

　○　１月 9 日（土）　午後の部　13:00 ～ 14:30（６～ブロック）

　○　余興　　三味線　端唄

　○　お弁当　お持ち帰りとなります

　○　申し込み締め切り　12 月 3 日（木）

特殊詐欺にご注意ください。年末に増加傾向が見られます。
・電話で子供や孫など身内になりすます手口

・警察官、銀行員を装って訪問する手口

・市の職員や弁護士を装う手口

・ハガキやメールで公的機関、大手企業を装う手口

さまざまな手口があります。不審な電話、ハガキが来たら詐欺かもしれま

せん。自治会館まで足を運んで相談してみましょう。

◎ふれあい談話室　13：30 ～ 14：30（参加費 100 円）
　・12 月 11 日（金）
　　＊今年最後の談話室となります。体操、歌など、地域の方々と楽しくお過ごしください。
　　＊自治会館内飲食禁止のため、お茶とお菓子をお土産という形にさせていただきます。

◎ふれあいキッズ　10：30 ～ 11：30（参加費 100 円）
　・12 月 14 日（月）　＊クリスマス会

◎ふれあい編み物　13：00 ～
　・12 月 08 日（月）　　

＊ふれあい事業ご参加時「マスクの着用」「入館時の検温と手指の消毒」をお願い致します。

西柴団地福祉サービス　受付：月金 10：00～ 12：00　　TEL&FAX：701-5080

～ 12 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おります。見学のみもお気軽にどうぞ。

お願い

全講座とも体調確認、マ
スクの着用、飲料水の持
参、他の方との間隔にご
留意ください。

・ふれあい談話室ご参加時、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。
・上履きのご持参にご協力をお願いします。
・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。

http://nishishiba.p-kit.com/page0008.html
http://nishishiba.p-kit.com/page258508.html
http://nishishiba.p-kit.com/page258214.html

