
（希望者は、リモート参加）

1．協議事項
・今後の自治会館利用について

非常事態宣言解除に伴い、10 月 4 日（月）
から「コロナウィルス感染防止のための会館
利用ルール」の下で利用を再開している。
今後の自治会館利用については、役員会に一
任頂きたい。賛成多数で可決。

2．報告事項
①会計より
・第二四半期収支決算書について
②環境交通部より
・「西柴団地一斉清掃」の実施について
③防災部より
・「お助けカード」更新申し込みを実施。
・バンダナパトール訓練の実施を検討中。
⑤行事部
・今年度のもちつき大会は中止。
⑥ 3ブロック
・ゴミ集積場に回収されないものを出す人が

いる。
⑦役員会より
・会館内の有線 LAN の設置工事について

洋間大・2 階でリモート会議ができる環境
を整えるための工事に 92,077 円が役員会
で承認された。

◆会長挨拶
　このところ新型コロナウイルスへの新
規感染者数が大幅に減少しています。この
まま終息してくれることを願うばかりで
すが、最近の新聞に気になる文章が掲載さ
れていました。地球の生態系について研究
している学者の方々の次のような指摘で
す。
 「生物多様性（私たちの暮らしを成り立た
せている様々な恵み）と感染症とは密接な
かかわりがある。」「長い歴史の中で、病原
体と野生動物の間には微妙なバランスが
とられていた。そこに人間が入り込み、関
係性が崩れ始めている。我々はもう少し謙
虚で賢明にならないといけない。」「ウイル
スなどの病原体から見れば、感染条件のそ
ろった魅力的な環境が提供されてきてい
る。」「私たち人間は、自分たちの暮らしや
すさを中心にして地球環境を変え、社会を
変えてきた。生態系ピラミッドの頂点にい
る人間が自然破壊を繰り返せば、それは結
局、人間に跳ね返ってくる。」
　地球温暖化への警鐘も然りです。
　私たちの住む金沢区は素晴らしい自然
が多く残されており、四季折々の景色の移
り変わりや野生動物の鳴き声に心が癒さ
れます。私たち一人一人がより前向きな姿
勢をもって美しい自然を守っていくこと。
そのことを改めて胸に刻みました。
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８月末と９月末の2回に渡り、”一戸一灯運
動 ”のポステングを行いましたが、いまだ玄
関灯、門灯、駐車場の電灯がついていない
お宅が数十軒ありました。
夜間における安心感の向上、犯罪者への地
域住民の防犯意識の向上の高さを印象付け
るためにも点灯は大事ですので、今後もご
協力お願いします。
＊引き続き防犯パトロール隊員（ボランティ
ア）を募集しています。詳細については、
西柴団地自治会にお問い合わせください。

　　　(防犯部 )

●集積所に出したゴミは、
収集後も確認しましょう！！

清掃車が持って行かなかったゴミは、出した
人が引き取りましょう。金属製品で30ｃｍ
以上のものやそれ以外（プラスチック製品、
木製品等）で50ｃｍ以上のものは、粗大
ごみになるので、気を付けましょう。

●『助けてカード』登録更新のお知らせ
災害時要援護者登録申込書を配布します。
趣旨に同意した上でお申し込みください。
昨年登録された方もお申し込みください。
申込書は封筒に入れ、組長さん、または自
治会館にお持ちください。
締め切り日；11月20日（土）

（防災部）

●西柴一斉清掃・バス通り清掃
日時　：11月27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
　　　　　　　　　　称名寺東公園他
今年度も西柴団地一斉清掃を行います。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。
＊雨天の場合11月28日（日）
＊詳細は回覧でお知らせします。

（環境交通部）

●消火器（強化液）の購入・
不用消火器の引き取り等のご案内

新規購入は、１台につき自治会が￥2000
の補助をします。
粉末タイプの詰替えも行います。
受付期間：10月25日（月）

～11月20日（土）
申込方法：自治会館にご連絡ください。
☎ :701-4961
アドレス；nisisiba4@yahoo.co.jp
＊詳細は回覧、HPをご覧ください。

（防災部）

防犯情報

高齢者インフルエンザ予防接種
接種希望の方は、お早めに

65歳以上の方は、12月31日までは接種費
用が協力医療機関では￥2,300 になります。
なお、コロナワクチンを受けてから、２週
間以上あけて接種してください。
問い合わせ：横浜市予防接種コールセンター
☎ :045-330-8561
詳細は、横浜市のホームページをご覧くだ
さい。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/
kenko-iryo/yobosesshu/yobosesshu/
koureiinflu.html
接種に当たっては、あらかじめ医療機関に
お電話での予約をお願いします。



 　　　　　　　

「ナンプレルール」

1．1 ～ 9までの数字がマスに一つずつ入る

2．タテ・ヨコの列に 1～ 9の数字が一つずつ
入る

3．太い線で囲まれた３×3ブロックの中にも、
1～ 9の数字が一つずつ入る

「脳トレ」「脳トレ」

時を忘れるほどの集中するひとときは、いかがでしょうか‼
ナンプレで脳トレ！！
ナンプレ歴十数年。初めてオリジナル作品を作りました。
ぜひ、皆様にお楽しみいただけると幸いです。

答え



西柴団地福寿会
の

お知らせ

＜ 11 月の予定＞　

●    11 月 2 日　　散策 集合　9:00　金沢文庫駅
　　浄妙寺　十二所の古寺巡り	 講師　大貫昭彦氏
●    11 月 9 日　　水彩画教室	 時間　10:00 ～ 11:50
　　教室での写生②　風景写真をもとに	 講師　大村斌氏
●    11 月 16 日　　文学講座	 時間　10:00 ～ 11:30
　　「源氏物語」『蛍』（パート 3）	 講師　繁田信一氏
●    11 月 30 日　　ミニコンサート 時間　10:30 ～ 11:30
　　「ヴァイオリンの調べでひと時を」	 演奏　伊藤美紀氏（能見台在住）
　　クラシックの名曲やライムライトなど映画音楽等をお楽しみください。

会　　費：300 円（生涯学習「西柴」会員）　500 円（一般の方）
申し込み：11 月 9日・16 日の 10:00 ～ 11:00　西柴団地自治会館玄関
詳細は回覧・ホームページでご確認ください。
＊すべて自治会館が閉館の場合は中止となります。
＊マスク着用等、コロナウィルス感染予防にご協力をお願いいたします。

生涯学習「西柴」

からのご案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〇　趣味の作品展　

　　11月 9日～ 15日　（いきいきセンター）

　　10:00 ～ 15:00

　　＊ 11月 9日のみ 14:00 ～ 15:00

　　芸術の秋　出掛けてみませんか。

〇　新年会のお知らせ

　　令和 4年 1月 8日（土）

　　10:00 ～ 12:00

　　余興　　二胡の演奏

　　詳細は後日改めてお知らせします。

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

11 月の定例会

　日  時　　11 月 27 日（土）　　　

　　　　　　10:00 ～ 11:30

　場  所　　西柴団地自治会館

◎ふれあい談話室（参加費100 円）13：30 ～14：30
　＊ 11 月 12 日（金）／ 11 月 26 日（金）　
　　・ひさしぶりに皆さんとお会いできるのを楽し

みにしております。和気あいあいの談話室へ
ぜひご参加ください。

◎ふれあい編み物　13：00 ～
　＊ 11 月 9日（火）
　　・当日、作品の販売も致します。

◎ふれあいキッズ　10：30 ～ 11：30
　＊ 11 月 8日（月）／ 22 日（月）
　　・未就園児と保護者の楽しい広場です。
　　　参加費は無料です。遊びに来てね。

～ 11 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います。見学のみも大歓迎です

・ふれあい談話室、昼食会ご参加時、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。　

・事業参加の際は、手指の消毒、検温、マスクの着用などの感
染予防対策にご協力下さい。

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。運転ボランティアさん急募！！


