
を学ぶ大学院生や大学生、そして西柴団
地の住民の方々が、当団地の現状と課題
や今後の開発型住宅地の在り方などにつ
いてディスカッションを行いました。若
い世代の方々の思いや考えを身近に感じ
ることができた貴重なひと時でした。

希望者は、リモート参加

1. 議案
・会館の電気工事追加について
3/15に施工した会館の電気工事に伴い、1F 洋間
Bの古い照明器具２基の交換を追加したい。追加
費用￥61,000　

承認
2. 協議事項
・令和３年度総会議案書について
総務担当副会長より令和2年度事業報告と令和3
年度事業計画案（改訂版）の説明があり、事業報
告については、特殊詐欺防止に関する情報の提供
等の追記等ついて協議が行われた。

3. 報告事項
① 役員会
・会館利用再開について
・3/20（土）当自治会館を拠点にリモートで「横
浜まちづくり学生会議」を開催。
西柴ショッピングセンターを対象に議論

② ホームページ委員会
・新入会員さん向けのページの作成準備中
　アイデア募集中です。

◆会長挨拶
　早いもので東日本大震災から 10 年が
経過しました。あの日、私は大学での授
業を終えての帰途、高速道路を運転中に
異常な横揺れを感じ、「これはただ事では
ない」と緊張が走ったことを思い出しま
す。「大災害」はいつでもどこにでもやっ
てきます。我々は、この時の教訓をどの
ように生かせているのでしょうか。
　日本で初めて新型コロナウイルス感染
が確認されてから１年以上が経ち、とも
すると自分や周囲の人々に迫る危険に対
しての意識が薄れがちになります。『いつ
もどおりに暮らせる明日』を迎えるため
に、「災害は他人ごとではない」ことを常
に念頭に置きたいものです。
　さて、3月 13日、14日、21日の３日
間、新組長会をブロック別に実施しまし
た。その中で、新組長の皆様には、「近助」
の繋がりを強固にしていただきたいこと。
そのために、組所属の方々による情報交
換を積極的に行い、ご近所同士がいつで
も声を掛け合える体制を築いてほしいと
お願いしました。災害発生時の力強い味
方が隣り近所の方々です。
　また、3月 20日には「横浜まちづくり
学生会議・第６回フォーラム」を開催し
ました。皆様には回覧でご案内のとおり
です。ZOOMを用いたリモート開催によ
るものでしたが、都市計画やまちづくり
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●バス運行終了のお知らせ
94 系統　金沢総合庁舎前行きのバスは、
3月 31日をもって終了します。
バスを利用して区役所に行く方は、追浜
行きに乗車して、「町屋」か「寺前」または、
「君が崎」で下車してください。３か所か
ら区役所は、ほぼ同じ距離です。

●古布の回収について
古布の資源回収が再開されました。
ただし、少しずつ（各ご家庭 1～ 2 袋）
出してください。
＊雨の日は回収しません
＊中身が見える透明または半透明の袋に
入れてください。
＊回収日
自宅前は、　毎週土曜日　
ゴミ集積所は、　
西柴 2・3・4丁目	 第 2・4水曜日　
金沢町	 第 2・4水曜日
柴町	 第 2・4金曜日　
西柴 1丁目	 第 1・3水曜日　

●アルミ缶回収について
業者の都合により、4月より柴町と西柴
1丁目の方は、毎週金曜日に。西柴 2・3・
4丁目と金沢町の方は、第 2・4水曜日に
出してください。

防犯情報

にししばゴミ通信

新型コロナウィルスのワクチン接種に関連し
た詐欺に注意しましょう。
◎10万円振り込めば優先的に接種できる。
◎ワクチンの開発に投資できる。
◎ワクチンが無料で受けられるので、ア
ンケートに答えてください等。

国や自治体がワクチン接種に関してお金の
要求や個人情報を聞き出すことは絶対にあ
りません。不審な電話がかかってきたら迷
わず110 番！

●公園愛護会からのお知らせ
西柴団地自治会にある 5つの公園に植え
たチューリップ等の球根が 4月にかけて
咲き出します。お楽しみください。
花の保護のため花壇の中には絶対に入ら
ないで下さい。　　　　　　（公園愛護会）

●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下さい。
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。

［会館利用について］

緊急事態宣言が解除されたので、
コロナウィルス感染予防を鑑みたルールを守って、４月 1日から会館利用
を再開します。事務所の窓口業務時間は 10時～ 16時（月～土）です。



 　　　　　　　

スノーボールクッキー（レシピ）

【材　料】
アーモンドプードル 40 ｇ、薄力粉 75 ｇ、バター 55 ｇ、砂糖 20 ｇ、溶けない粉糖を適宜

【作り方】
①　アーモンドプードルはカラ焼き（120℃で 10

分）しておく。
②　ボールにバターを入れクリーム状にし、砂糖

を２～３回に分けて 加えて白っぽくなるまで
混ぜ合わせる。 

③　②にアーモンドプードルと薄力粉を加えサッ
クリと混ぜ合わせ、 粉気がなくなったら手で、
10 ～ 15mm 位の大きさに丸める。 

④　160℃に温めたオーブンで 20 分、上段で焼き
ます。 

⑤　焼きあがったら茶こしなどで粉糖をかけて仕
　　上げる。

この 1 年で「テレワーク」に移行されるなど在宅の時間が増えた方も
多いのではないでしょうか。夫婦、親子が一緒に過ごす時間が増える
ことによって、家族間のコミュニケーションにずれや捻じれが生じて
しまう可能性もありますね。そこで良好なコミュニケーションを保つ
ため、家族で一緒に出来ることを何か始めてみてはいかがでしょうか。
その一つとしてスイーツ（クッキー）作りをお奨めいたします。
スイーツはバリエーションが多く、しかも老若男女を問わず、広く好
まれます。また、甘いものをみんなで囲むとピリピリした空気も、少
し和むように思います。
写真とレシピをご覧ください。ぜひ一度、ご家族でワイワイ言いなが
ら作ってみてください。

今月のオススメ情報今月のオススメ情報

左上の丸いクッキーがスノーボール
クッキー、右上はアーモンドココア
クッキー、下が紅茶クッキー



◎ふれあい談話室　13：30 ～ 14：30　参加費：100 円
　・4月 09 日（金）
　・4月 23 日（金）　
＊自治会館は飲食禁止となっておりますので、
　お茶、お菓子をお土産とさせていただきます。

◎ふれあいキッズ　10：30 ～ 11：30
　・4月 12 日（月）
　・4月 26 日（月）

西柴団地福寿会
の

お知らせ

≪令和 3 年度（２０２１年）・開講のお知らせ≫
昨年度は、コロナウイルス禍のため開講のオリエンテーションを行うことが

できませんでしたが、今年度は 1 年ぶりに、4 月から始まる新年度の開講式を行うことが出来ますことを喜んでお

ります。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いたしております。

記

　◎日　時：令和 3 年 4 月 13 日（火）　10：30 ～ 11：30

　◎場　所：西柴団地自治会館　　　　　当日はマスクの着用をお願いします

　◎内　容：①令和 3 年度（2021 年）ご入会手続きと年会費の受付（受付開始　午前 10：00 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運営委員のご挨拶：代表交代等

　　なお、今年度は、新型コロナウイルス禍の世情に鑑み、アトラクションは中止させていただきます。

　◎各講座：予定日程表のとおり実施いたしますが、コロナ禍の状況によっては中止となる場合もあります。

　　その際は都度、自治会便り、自治会掲示板、自治会ホームページ等でお知らせいたします。

生涯学習「西柴」

からのご案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和 3年度の総会は紙面総会とさせていただきます。
総会資料を配布させていただきますので、ご検討よろ
しくお願い致します。
委任状は 3月 31 日（水）までに幹事さんに提出して
ください。

［私たちにも出来る事］

最近、近隣地域で変質者が出ているようです。
見慣れない人、挙動不審の人を見かけたら一声かける
のも予防に繋がります。
私たち高齢者にもできる社会貢献をしていきましよ
う。

・ふれあい事業ご参加時「マスクの着用」「検温
　と手指の消毒」をお願い致します。
・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。
・天候の状況で中止になることもあります。
　ご了承ください。

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

～ふれあい事業について～
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。見学もお気軽にどうぞ

3月の定例会は
お休みします。

◎ふれあい編み物
　・4月 13 日（火）13：00 ～

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

