
（希望者は、リモート参加）

1．協議事項
・横浜検疫所跡施設の地域活用並びに旧長濱検

疫所の保存に関する署名活動について会長か
ら署名活動に参加する旨の説明があった。

2．報告事項
①会計より
　第1 四半期収支決算について、説明があった。
②会長より

1）第 1 公園トイレ設置について、近隣住民の　  
　  意見を聞き、承認後、整備に入る。
2）以下 3 件について説明があった。
　  詳細はＨＰをご覧ください。

・小柴自然公園の一部公開について
・旧ログハウス金沢跡地の地域ケアプラザ

および特別養護老人ホームの複合施設
の整備状況について

・並木エリアを中心とした市営バス 321 系
統の新設

③行事部より
夕涼み会が連続して中止のため、替わるイベン
トを模索中。
④ホームページ運営委員会より

来訪者 10 万人突破
⑤建築協定運営委員会より

隣接地の敷地分割が多くなっている。西柴団
地の環境を守るため検討が必要。
⑥総務担当副会長より

・自会館事務員が 3 人体制から 4 人体制へ
・会館 2 階和室の稼働を促進するため考案中
・神奈川県に緊急事態宣言が出た場合の自治会
   としての対応は、役員会に委ねてほしい

◆会長挨拶
　今年もまた、大雨による被害が各地で発
生しています。去る７月３日には、西柴団地
近隣地域の長浜１丁目で、共同住宅の敷地
を起点にして崖崩れが発生し住民 10 数人が
西柴中学校に避難するという事態が発生し
ました。幸いなことに人的被害はありません
でしたが『災害はいつでもどこにでも発生す
る』の認識を新たにすべきであると痛感しま
した。
　さて、西柴団地及び連合町内会における
話題を４点ご報告します。①柴町のログ金沢
跡地に建設中の『ケアプラザ・コミュニティハ
ウス及び特別養護老人ホーム』の開所予定
が令和４年８月（特養ホーム）、同５年３月（ケ
アプラザ）となりました。②小柴貯油施設
跡地に整備中の『小柴自然公園』の一部公
開予定が令和３年７月末となりました。③横
浜市営バスの『能見台駅～南部市場～三井ア
ウトレットパーク』循環ルートが令和３年７月
11日から運行開始しました。これらは、回覧
やホームページで詳細をご確認ください。④
かねてから要望があがっていた西柴第一公園
トイレ設置に関して隣接地域住民のご理解
を図るため、該当するブロック・組の皆様へ
文書配付による説明を行いました。今後の
状況につきましては改めてご報告いたします。
　本格的な夏がやってまいりました。熱中症
にご注意ください。
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暑い夏です。熱中症に気をつけて！

7 月度定例本部会報告
（開催日：7 月 17 日）



侵入窃盗（泥棒）の被害が後を絶ちません。
我が家は盗まれるものが無いから大丈夫！
本当にそう思ってはいませんか？ 侵入するか
どうかは泥棒が決めることです。 被害は金
品だけではありません、 侵入された恐怖で
精神的な負担を強いられるかもしれません。 
まずはできることから、留守の時にはもち
ろん、 在宅中でも必ず施錠する習慣を身に
つけましょう。

　（防犯部）

●「敬老の日」にお祝いを贈呈
敬老の日を迎えるにあたり、ささやかではあ
りますがお祝いをお届けします。

（お祝い金：5000 円）

≪対象者の年齢≫
喜寿：77 歳
　昭和 19 年 1月1日～12 月 31日生まれ
米寿：88 歳
　昭和 8 年 1月1日～12 月 31日生まれ
白寿：99 歳
　大正11月年1月1日～12 月31日生まれ
百歳以上
　大正 10 年 12 月 31日以前に生まれた方

対象の方は、自治会館にご連絡下さい。
電話：701-4961
申込締切日：9 月 11 日（土）

≪贈呈方法≫
・敬老の日前後に民生委員がお渡しします。
・申込期限が過ぎても贈呈いたします

●ラジオ体操中止のお知らせ
7月 26 日～ 30 日にラジオ体操を計画して
いましたが、コロナウィルス感染まん延防止
等重点措置の期間が延長されたため、中止
になりました。

●一戸一灯運動にご協力を
今月末に「一戸一灯運動」のポスティング
を行います。皆様には自宅の玄関灯、門灯、
駐車場の電灯などを点けていただくよう御
協力をお願い致します。

●称名寺東公園トイレ　
手洗い水道が故障中です。修理に 3 カ月か
かります。
トイレの使用はできます。（金澤土木事務所）

防犯情報

●  自治会館夏休み  ●

8 月 12 日（木）～
8 月 18 日（水）

　　
8 月の自治会便りは、お休みです。

泥棒の弱点＝防犯の４原則

防犯の４原則の具体的な対策例



 　　　　　　　

４，３（メジャーコード）、３，４（マイナーコード）の法則

C メジャーコード
アルファベットのCはドを意味します。ドと、
ドの次の半音上から４つ先の音（ミ）、ミ
の半音上から３つ先の音（ソ）。つまりド・ミ・
ソを同時に鳴らすとCメジャーになります。

♪３，４（マイナーコード）の法則

Em マイナーコード
アルファベットの Eはミを、小文字のⅿは
マイナーを意味します。ミと、ミの次の半
音上から３つ先の音（ソ）、ソの次の半音
上から４つ先の音（シ）。つまりミ・ソ・シ
を同時に鳴らすとEmマイナーとなります。

まずは右手で上記のようなコードを鳴らしながら、左手で1オクターブ下のルート音（主音）＝C
メジャーならド、Emならミを２分音符位で鳴らしてみましょう（弾き語り位ならこのくらいのリズ
ムが良いのでは？）。

以上、音楽の難しい理屈はすっ飛ばして楽しんでみてはいかがでしょうか？　　　　（F.A）

フリートーク

なかなか収束の見えないコロナ禍、皆様いかがお過ごしでしょうか？
今回は巣籠り時間の余暇に初心者にも解りやすく？簡単なコード（和
音）弾きの方法を紹介したいと思います。



西柴団地福寿会
の

お知らせ

＜ 9月の予定＞　

9月 14 日（火）　水彩画教室　10:00 ～ 11:50
　　　　　　　　テーマ「パンとコーヒーセット」　　　講師 : 大村斌氏
　　　　　　　　体験教室も開催いたします。お気軽にご参加ください。
9月 21 日（火）　文学講座　　10:00 ～ 11:30
　　　　　　　　「源氏物語」　『蛍』（その２）　　　　　講師 : 繁田信一氏

＜お知らせ＞
◎生涯学習「西柴」会員の申し込みは、随時受け付けています。
今年度は特にコロナの影響もあり、会員数が減少しています。観月会など秋の大きな行事は実施の目途が立たない
状況です。運営委員会では、それらに変わる催しを検討しています。
今後の生涯学習「西柴」の安定した維持を図るためにも、皆様のお力添えが必要です。
ご協力をよろしくお願いいたします。
◎講座が中止になった場合は、ホームページに掲載いたします。または運営委員にお問い合わせください。

生涯学習「西柴」

からのご案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〇脳トレーニング

年を重ねるごとに脳が衰えがちなのはなぜか？

「年を取るほど新しい情報に出合いにくくなる」から

です。

脳への刺激が乏しくなり、脳は衰えていきます。

脳の活性化には、新しい情報に出会う機会を増やすこ

とが大切です。

人との出会いは、新しい情報を受け取る良い機会です。

対話するだけで脳がフル回転します。対話は最高の脳

トレです。

・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。
・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。
・只今、賛助会員募集中です。ご協力よろしくお願い致します。

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

8月の定例会は、
お休みします

　猛暑が予想されます

熱中症回避のため

中止と致しました

◎「ふれあい編み物」
　・8月 10 日（火）13：00 ～
　＊編み物の展示販売致します。
　　ごゆっくりご覧ください。

◎「ふれあいキッズ」
　・8月 23 日（月）10：30 ～ 11：30

◎「ふれあい談話室」参加費 100 円
　・8月 27 日（金）13：30 ～ 14：30
　・「敬老のお祝い会」9月 10 日（金）
　　詳細は自治会回覧板（7/25 版）で
　　ご確認ください。

～運転ボランティアさん急募‼～

ふれあい事業時、利用者さん宅から自治会館まで送迎をお願
い致します。
「ふれあい談話室」は月 2回 / 第 2・第 4金曜日、送 13：00・
迎 14：30 です。
車の運転ができる方、地域福祉にご協力いただけませんか？
ご連絡お待ちしています。




