
　昨年初めから急激な感染が全国的に拡大した新型
コロナ禍は１年半を経過した今日、変異株の登場で
さらに猛威を振るいつつあります。高齢者へのワクチ
ン接種が始まったとは言え、多数の会員が一堂に会
することは感染の危険が多すぎるため、昨年度に引
き続き本年度も書面総会とし、5 月15 日に実施を致
しました。先に皆様方にお届けした議案書案に基づ
き投票をいただきました結果、会員総数 1454 名に
対し表決書数 1206 票の過半数を以て総会は成立し、
賛成 1194 票、反対 1 票、無効票 11を以て執行部
案が議決承認されましたのでご報告を致します。
　今回の議案は①令和 2 年度事業報告及び決算報
告、②令和 3 年度事業計画並びに予算案でした。役
員に関しては今年が任期 2 年の中間期に当たりますの
で、引き続きさらに1 年間職務を全ういただきます。
　総会議決内容の詳細につきましては、例年通り後
日 “ 広報西柴 ” 紙面にてご報告いたします。今回の書
面表決にあたり会員の皆様から下記（抜粋）のご意見
が寄せられました。執行部には新年度の自治会運営
にあたり真摯に検討いただきたくお願いします。
＊回覧板のウイルス対策
＊高齢者や身体疾患者の自治会役割免除の検討
＊回覧板の電子化検討
＊第一公園にトイレ設置要望
＊西柴 3 丁目にバス停設置を
＊組懇談会実施の推奨
＊総会資料は各戸配布すべき
＊近隣トラブル解決の仕組みづくり　　　  などです。
　三密回避の自治会活動には大きな制約があり、防
災や夕涼み会などのイベントが全く開催できない事態
が継続しているため、自治会運営の動きが会員から
見えにくくなっております。それだけに地域の抱える
課題や共助の仕組み作り、地道な会員増強策などに
しっかりと取り組む一年にしてほしいものです。

（総会議長 1ブロック1 組　早川守正）

◆会長挨拶
　はじめに、５月15 日の書面総会において
第１号および第２号議案に対する会員の皆様
の承認をいただきましたことをご報告します。
新型コロナウイルス感染防止を喫緊の課題
としつつ自治会運営を行う中で、『夕涼み会』
の中止をはじめ各種の行事や活動の制限な
ど、多くの我慢をお願いした１年でした。皆
様のご理解とご協力に心から感謝申し上げま
す。
　さて、昨年度は役員全員が新メンバーでの
スタートであり、何事にも足元を確かめなが
らの一歩前進でした。今年度はこれまでの
経験を土台にして、『住みよい街・西柴』を
常に念頭に置きながら見通しの立った滑らか
な歩みが進められるよう、新たな組長、部員
および委員の方 と々一致協力してまいります。
　西柴団地は昭和 44 年の春に入居が始ま
り、以来、52 年が経過しました。住民の高
齢化に伴う課題や防犯・防災、福祉にかか
わる課題などへの対応は常に求められていま
す。また今年は、住民の皆様が毎年楽しみ
にしてこられた「夕涼み会」その他の行事も
内容の見直しを含めて検討課題です。（令和
３年度金沢まつり「花火大会」は中止が決定
しています）　
　今後も、コロナウイルス感染阻止に一層の
注意を払うとともに、住環境の向上に向けた
取組みに力を尽くしてまいります。皆様のご
協力をお願いいたします。
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【水道局を装う不審者に注意しましょう】

金沢区内で水道局を装う不審者が現れました。
「このエリアは老朽化した水道管を使用しており発
ガン性物質が含まれているので、飲料等で使用す
るのは控えてください」と言って、水道局委託業
者を名乗り訪問します。
水道局の委託業者は委託証明書や水道局発行の
身分証明書を携帯しています。必ず提示を求めて
ください。
不審だと思った場合は
水道局お客様サービスセンター
TEL.847−6262へ連絡してください。

【新型コロナウイルスのワクチン接種に
関連したサギに注意！】

・ 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　等の電話やメールは詐欺です。
国や自治体がワクチンの接種に関して「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金沢警察署
（782-0110）に通報を！

( 防犯部 )

①植木の剪定で出た枝等は、50cm 以下に切って
出しましょう。50ｃｍ以上の枝等は、回収でき
ません。

②古紙・古布のリサイクル回収は、毎週土曜日自
宅前のみとなりました。ごみ集積所に出しても
回収しませんので、お気を付けください。

なお、以下の古紙類は、回収できません。家庭
ごみとして出してください。
・ 油や汚物で汚れている紙、洗剤の箱、　紙コッ

プ、絵具等で色を塗った紙、アイロンプリント紙、
圧着はがき、感熱紙、写真　等

●西柴団地一斉清掃・
バス通り清掃のお知らせ

日時：6 月 26 日（土）9：00 ～ 11：30
ボランティア集合場所：

西柴団地自治会館、称名寺東公園他

ご自宅周辺のお掃除をお願いします。
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。ご自宅周辺の清掃後の
参加もお待ちしております。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。多数
のご参加をお待ちしています。
＊雨天の場合は翌 27 日（日）
＊詳細は回覧でお知らせします。

（環境交通部）

●上期自治会費納入のお願い
6 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。
口座引き落としの手続きをされていない
方は、6 月 15 日（火）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（火）
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）

防犯情報

にししばゴミ通信



 　　　　　　　

　夏も近づいてきましたので、少し涼しさを
感じられるような話を紹介できればと思いま
す。道志村についてご存じでしょうか。
　道志村は、神奈川県にも隣接する山梨県の
最東端に位置する村で、横浜市とも深い関わ
りがあります。
　自動販売機で見たことがある方も多いかと
思いますが、横浜市内で販売されている飲料
水「はまっ子どうし」。この水は、道志村を
流れる道志川の清流水を詰めたものです。（道
志村の水は「赤道を越えても腐らない水」と
もいわれていたようです）
　なぜ、道志村の水が横浜市で販売されてい
るかというと、横浜市は明治 30 年に道志川
からの取水を始めましたが、以来、横浜市内
の水道水の一部はこの道志川の水を水源とし
ているのがきっかけです（金沢区は別の川の
水が水源ですが……)。
　そんな道志村ですが、横浜市の水源地とし
ても知られている一方で「キャンプ場の銀座」
と呼ばれるほど、多くのキャンプ場がありま
す。きれいで冷たい川があり、山にも囲まれ
た気持ちがいいところです（写真は「道の駅　
どうし」の裏側）。
　また、施設利用料の割引などといった横浜
市民優待サービスが受けれるキャンプ場もあ
ります。

　県は違えど、身近な情報を知ることで、そ
の場所に親近感を感じることができるかと
思います。夏も近くなってきていますので、
ちょっとした水分補給に道志村の水を味わっ
てみたり、新型コロナウィルス感染症の感染
拡大が落ち着いたら、道志村に癒されに訪れ
てみてはいかがでしょうか。

ちょっと離れた場所の身近な情報ちょっと離れた場所の身近な情報

道志村



西柴団地福寿会
の

お知らせ

＜ 6月 1日・7月 5日の散策中止のお知らせ＞

コロナの感染拡大、ワクチン接種の開始などを考慮し、中止させていただきます。

＜講演会＞天才将棋棋士「藤井聴太誕生の物語」（前回中止による再募集です）

•  日　　時　6 月 22 日（火）　10:00 ～ 11:30　　

•  講　　師　野々山隆幸氏

•  場　　所　西柴団地自治会館　1 階 1 階全室

・定　　員　30 名（先着順受付　申し込みは各 1 人 1 名のみ）

・参  加  費　300 円（生涯学習「西柴」会員）　500 円（一般の方）申し込み時にお支払いください。

・申し込み　６月８日（火）・15 日（火）10:00 ～ 11:00　西柴団地自治会館玄関

☆お願い　当日の体温確認・マスク着用・手指の消毒・飲料水持参をお願いします。

　　　　　中止の場合はホームページに掲載いたします。または運営委員にお尋ねください。

生涯学習「西柴」

からのご案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

会員募集

西柴団地福寿会は、令和 3年 12月 2日　創立 50周年を迎え
ます。
会員の皆様も超高齢化し、「転居・施設入所・逝去」等々で
会員数の減少が顕著に現れる事に苦慮しております。お仲間
を募集しています。

●グラウンドゴルフ
　毎週　火曜日．金曜日　9時より第一公園でプレーしてい　
　ます。体験プレーもできます。

●健康マージャン
　コロナ感染防止のため、お休みしています。
　ワクチン接種後に再開いたします。

・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

定 例 会

6 月 26 日（土）　
10:00 ～ 11:30

西柴団地自治会館

6 月の「ふれあい談話室」
「ふれあいキッズ」は
中止とさせていただきます。

◎ふれあい編み物
・6月 8日（火）13：00 ～

１日 1 回 笑って免疫力アップ


