
（希望者は、リモート参加）

1．議案
・役員候補者推薦委員の選出について

本部会から、須﨑邦夫さん、瀬川常子さん、
松井和久さんを推薦。　　　　　　　　承認
各ブロック（各 2 名）の委員選出のため、会議
の開催を検討中。

・第 1 公園防災倉庫と自治会館の防災機材等購
入について
発電機・照明器具他（東公園倉庫の機材と同一）
とポータブル電源・ソーラーパネル（自治会館
用）を購入したい。
合計購入費用：￥322,586（税込）　承認

2．協議事項
・自治会館改修について（2 階和室・印刷室）

改修費は約 380 万円になるが、約 160 万円の
公的補助を受けられる予定。
令和 5 年 8 月に着工予定。

・本部会のリモート会議での傍聴の試行について
今後も形態や参加方法等協議し進める。
なお、傍聴を希望される方は、自治会までお
問い合わせください。

3．報告事項
① 防犯部より
・防犯カメラの閲覧を防犯部員全員が対応できるよう

に使い方のレクチャーを部員に実施予定。
② 民生委員より
・一人暮らしの見守りは 75 歳以上の夫婦も対象に

なりました。

◆会長挨拶
　過日、皆様にお願いをしておりました旧長
濱検疫所保存署名活動についてのご報告を
いたします。署名提出世帯数 631、署名人
数 1466 名の結果でした。思いもよらぬほど
の関心とご協力をいただけましたこと、また、
他所からのご署名までいただきましたことに
驚き感激いたしました。西柴団地の皆様のお
気持ちに心から感謝いたします。　　
　さらにもう一つお礼を申し上げたいと思い
ます。７月に『散歩しながらスクールゾーン
の見回り』というチラシを回覧しました。毎
日、街を散歩されている皆様に子どもたち
にとって危険な場所はないかチェックして
いただこうというものでした。これをご覧
になった住民の方から早速ご連絡を頂戴し
ました。「旧横浜銀行 ATM 跡からビクトリ
アヒルズを通りマクドナルド方向に向かう
道路の 30 キロ制限を守る車はほとんどな
く、歩道も無いため非常に危険である。」と
いう指摘でした。ビクトリアヒルズ下からマ
クドナルド方向への部分はスクールゾーン
になっています。確かに、意識をもって団
地内の道路を再点検すると、西柴小学校
児童の通学路にもバス通りに接する側道に
も危険を感じる場所があることがわかります。
今回の貴重なご指摘を心にしっかりと留め、
住民全員が協力して当団地の交通安全に努
めてまいりましょう。

発行／西柴団地自治会　　会長／山田日出雄　
編集／広報部　　　　　　電話／701-4961　
e-mail：nisisiba4@yahoo.co.jp
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秋の訪れ、風のいざない、虫の声

9 月度定例本部会報告
（開催日：9 月 25 日）



金沢区内では今年 1月から7月までに 27
件の特殊詐欺被害が発生。被害総額は約
4800 万円です。
手口は、固定電話に着信があり、金融機関
職員を名乗る男から、「あなたのカードでお
金を下ろそうとしている男がいました。今す
ぐカードを止める必要があります。全国銀
行協会に電話してください」と言われ、教
えられた電話番号に電話すると、キムラを
名乗る男が対応し、「不正取引されているの
で、キャッシュカードを新しくする必要があ
ります。暗証番号を教えてください」と言わ
れ、キャッシュカードを封筒に入れて封印す
るように指示をされました。
その後、自宅に来た全国銀行協会を名乗る
女にキャッシュカード在中の封筒を渡してし
まいました。
対策として、固定電話を留守番電話に設定
しておくと効果的です。皆様気を付けてくだ
さい。　　　　　　　　　　　　（防犯部）

●民生委員・児童委員
欠員1名でした民生委員・児童委員に 7月
1日より村田和代さん（7-5）にご就任いた
だきました。担当は、7 ブロックと4ブロッ
クの一部です。

●感震ブレーカー共同購入のご案内
（設置を含む）

申込期間：9月25 日( 土）〜10月23 日( 土 )
申 込 先：自治会館 ☎︎ 701-4961
アドレス：nisisiba4@yahoo.co.jp
価　　格：2,400 円（税込み）
＊詳細は、回覧・ホームページをご覧ください。
なお、個人購入については、自治会にお問
い合わせください。

                   （防災部）

●一戸一灯運動にご協力を
9 月末に「一戸一灯運動」のポスティングを
行いました。引き続き、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。

　　　　　　　 　（防犯部）

●マムシに注意！！
7月に、称名寺東公園において、マムシに
かまれる事案がありました。
草刈りなど作業されるときは十分に気をつけ
ましょう。
万が一かまれた場合は、躊
躇せず、救急車を呼んで、
病院を受診してください。

（環境交通部）

防犯情報

新型コロナウィルスワクチン接種後も

マスクの着用  手洗いなど

引き続き感染予防対策をお願いします。

ワクチン接種は、発症や感染
の予防効果の報告はあります
が、100 ％ で は あ り ま せ ん。
お互いに気をつけましょう。

●会館利用について
9 月 30 日 ( 木 ) で緊急事態宣言解除に伴い、10 月 4 日 ( 月 ) から新型コロナ対応の利
用形態に戻すことになり、会議以外にも利用できるようになりました。
なお、事務室の受付時間は、( 月 )〜 ( 土 )　10：00〜16：00です。



 　　　　　　　

考えてみてください

　ネコのひげは、神経終末（神経細胞体か

ら伸びた軸索の末端部分）の集中する組織

に結合しています。それらの神経は、空気

のかすかな動きをさえ知覚します。その結

果、ネコはそばにある物を、見えなくても

感知できます。それが暗闇で有利であるこ

とは明らかです。

　ひげは圧迫に敏感なので、ネコはそれを

使って物体や獲物の位置や動きを察知しま

す。ひげはまた、ネコが開口部を通り抜けよ

うとする前に，その幅を推測するのにも役

立っています。ブリタニカ百科事典（英語）

には、「ひげ（震毛）の機能については、部

分的にしか分かっていない。とはいえネコ

は、ひげを切られる、一時的に能力を失う」

と説明されています。

　科学者たちは、ネコのひげを模倣したセ

ンサー付きのロボットを設計しています。そ

のセンサーによって障害物をよけて進めるよ

うにしよう、というのです。電子ひげと呼ば

れるそのセンサーは「先進ロボット工学や、

人間と機械とのユーザー ･ インターフェイス、

生物学的応用などに幅広く活用できる」と、

カリフォルニア大学バークレー校の学部教授

アリ･ ジャヴェイは述べています。

どう思われますか

　ネコのひげの機能は、だれかが設計
したのでしょうか。                         （T.N）

だれかが設計？だれかが設計？

ネコのひげの機能ネコのひげの機能

ネコは大抵、夜行性です。そばにある物を識別した
り獲物を捕らえたりするのに、ひげが役立っている
ようです。日が暮れた後は特にそうです。



西柴団地福寿会
の

お知らせ

＜ 10月の予定＞　

● 10月 5日（火）	 散策　神奈川宿歴史の道を歩く	 案内／運営委員
集合／ 9 時　金沢文庫駅　  弁当持参

● 10月 12 日（火）	 水彩画教室	 	 	 	 講師　大村斌氏
時間／ 10：00 〜 11：50　　場所／自治会館　　　　　　　　　　　　　　
テーマ／教室での写生①　風景写真をもとに

● 10月 19 日（火）	 文学講座	 	 	 	 講師　繁田信一氏
時間／ 10：00 〜 11：30　　場所／自治会館　　　　　　　　　
内容／「源氏物語」『蛍』その２

● 10月 26 日（火）	 講演会		 	 	 	 講師　繁田信一氏
題目／「王朝時代の皇族女性たちの結婚と幸福」
詳細は、ポスター、及びホームページをご覧ください。

生涯学習「西柴」

からのご案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〇 緊急事態宣言下で 57 年ぶり 2 度目の東京五輪、私達の心

に感動を遺してくれました。

コロナ禍で疲弊した気持ちがアスリート達の挑む姿が癒し

てくれた気がします。

スポーツの秋と言いますが、さまざまな制限があり難しい

かと思います。

運動不足解消には、階段の昇り降り（1 段）をお勧めします。

散歩に出るときは、連絡先・名前がわかるものを持参する

と安心ですね。

〇 会員の方に絵手紙をお届けしています。たくさんの方々か

ら励ましのお言葉をいただきました。

次回は 11 月に半分の会員さんにお届けいたします。

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

10月の定例会はお休みさ
せていただきます。

緊急事態宣言が解除され、落ち

着きましたら再開いたします。

～ 10 月の事業について～

緊急事態宣言は、解除されましたが、福祉サービ
スでは皆様とボランティアの安全確保を第一に考
えた対応として、

10 月の事業は全て中止と致します。ご了承
ください。

   ＊再開については感染状況を
　   確認しながら検討してまい
　   ります。

【敬老のお祝い会】

お天気にも恵まれた９月 10 日（金）
自治会館前にて皆様のご健康とご
長寿をお祝いし、「ひよこのお菓子とお赤飯」を 156
名の方々にお配りしました。これからも西柴の地で
楽しくお過ごし下さい。


