
（自治会館とリモート会議の併設で実施）

◆議案
・自治会館修繕の提案

２階の和室と印刷室の１室化および給湯室とト
イレを庶務室にする修繕を提案した。会員の皆
様のご意見をいただき、次年度総会の議案とし
て提案したい。市の補助金を申請し、R5 年 8
月に着工する計画です。提案の詳細は、回覧
および HP をご覧ください。
質問：建替は考えていないのか？
回答：建替プランにも依るが、現在の手持資金
と補助金を足しても若干予算不足と考える。今
後の積増しが必要と考える。　　             承認
◆協議事項
・Ｒ3年度防災訓練の取り組みについて

防災部より、以下の 3 件につき提案され協議さ
れた

（西柴小地域防災について）
・例年並みの防災訓練は 2 年続けて中止。拠点

運営委員のみで役割確認や備蓄倉庫点検作業
等を開催予定

（自治会防災訓練）
・バンダナ掲示訓練を 3 月 6 日 ( 日 ) に予定
・バンダナパトロール隊の会議を開催予定
◆報告事項
①建築協定委委員より
・敷地の分割売りがありどうするか検討中。
②役員会より
・11 月 8 日から新しい新型コロナウィルス感染防

止のための自治会館利用ルールに基づく利用を
お願いしている。

・ブロック毎推薦委員の選出は、本部会推薦委
員3 名の方 と々相談し、対面方式の会合を避け、
指名方式で依頼することにした。

◆会長あいさつ
 『このところの日本経済の落ち込みが大きい。
国際競争力が低下している』との報道が増えて
います。国民全体が誇りや自信を失いがちな
状況の中、日本人青年の大活躍に大いに勇気
づけられ、心からの喝采を送り続けている人
が大勢いるのではないでしょうか。
　共に 27 歳の二人の若者で、一人は大リーグ
の大谷翔平選手、もう一人は今年６年ぶりに行
われたショパン国際コンクールで２位になった
反田恭平さんです。この二人には共通するもの
を感じます。野球選手は “ 投 ” か “ 打 ” の専門
領域を極めることが一般的であるのに、大谷
選手は二刀流にこだわり続け、大リーグでそれ
を認めさせました。また、大リーグでは打率よ
りも長打力が評価されるため、飛距離を伸ば
すことを主眼に筋肉をつけ体重を増やしながら
も、投球で大切な肩甲骨周りのしなやかさも失
わないように努力しています。一方、反田さんも、
ピアノの豊かな音量・音質を表現できるように
するためには体づくりが大切であると、これま
でのピアニストの常識にはなかった筋力トレー
ニングやボクサーのようなサンドバッグ打ちを
行って体重を増やしました。
　この二人は、それぞれの世界でのこれまで
の常識にとらわれず、自分を信じて「やれるだ
けのことはやる」という“ 強さ ” をもっていると
思います。これからの若者たちには、この二人
の存在を “ 自分の将来の希望 ” にして、情熱
を傾け続けて欲しいと願います。

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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もうすぐ師走、少しずつ、活気を取り戻す町並み

11 月度定例本部会報告
（開催日：11月 20 日）



これから師走に入り何かと慌ただしい季節、
空き巣被害の増える時期です。また、在宅
時に侵入する忍び込み被害も少なくないよ
うです。
防犯の基本は戸締り。玄関・勝手口はもち
ろん、部屋の窓、小窓等の戸締りもしっか
り確認するよう心がけましょう。
そして暗くなる前に門灯や部屋の灯りを点
け、就寝後も門灯はずっと点けておくことや、
死角になる暗い場所を減らしていくことも対
策の一つです。引き続きご協力お願いいたし
ます。
●一戸一灯運動にご協力を
12 月中に「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、
ご協力をお願いいたします。      　（防犯部）

自治会館事務室年末年始のお休み

12月28日（火）
～1月4日（火）

年末最終日

12 月 24 日
（金）

12 月 25 日
（土）

12 月 28 日
（火）

12 月 29 日
（水）

12月31日（金）～1月3日（月）まで　
ゴミの収集・粗大ごみの受付はお休みです。

　（資源循環局）

●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の
で、ご自宅周辺のお掃除をお願いします。
また、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）

（環境交通部）

●下期自治会費納入のお願い
12 月 15 日（水）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。なお、非会員の方にも防犯防
災等協力費（900 円）は納入していただ
いています。
口座引き落としの手続きをされていない
方は、12 月 15 日（水）までに自治会館
にご持参下ください。

　　　　　　　　  （会計）

●第 1公園に金沢区の花「牡丹」
を植えました

団地内 5 つの公園で早ければ４月から花
を楽しめます。
あわせて秋の花へ植え替え作業をしまし
た。今年はたくさん球根を入れましたの
で牡丹ともども見守ってください。

（公園愛護会）

防犯情報

年末年始のゴミ等の収集日程

年始開始日

１月７日（金）

１月８日（土）

１月４日（火）

１月５日（水）

品　目

缶・ビン
ペットボトル

新聞紙
古紙・古布

燃やすごみ

プラごみ



 　　　　　　　

♡ 指の先端の場合
絆創膏の両脇を切って（点線のように）
胴の部分を少し細くする。

♡ 指の関節の場合
絆創膏の両側に切り込み（実線の中央のみ）を入れる。

二股に分かれた部分は関節の曲がるところを避けて貼る。

♡ 指の腹の場合
二股に分かれた部分は重ねるように貼る。
（強く締めすぎないで）

♡	膝やかかとの場合
４か所（→）を3角形に（点線のように）切り取る。
膝を軽くまげて貼る。

生活の知恵生活の知恵

絆創膏をはがれにくくする方法
せっかく貼った絆創膏が、すぐにはがれたりする・・・
そんな方は試してみてください！
切る時は清潔なハサミを使ってください。



西柴団地福寿会
の

お知らせ

＜ 12 月の予定＞　

●    12 月 7日（火）　　　　　　散策	 集合　9時　金沢文庫駅
　　極楽寺　長谷の史跡めぐり	 講師　大貫昭彦氏
　　かつては、四十九院の堂塔が並んでいた極楽寺の宝物殿を特別拝観します。

●				12 月 14 日（火）　　　　　水彩画教室	 時間　10:00 ～ 11:50
　　パンとコーヒーのセット	 講師　大村斌氏

●				12 月 21 日（火）　　　　　文学	 時間　10:00 ～ 11:30
　		「源氏物語」『蛍』その４	 	講師　繁田信一氏

今年もコロナウィルスに振り回された 1年でした。現在緊急事態宣言も解除され、少し落ち着いてきてい
ます。今一度感染予防に留意の上、皆様のご参加をお待ちしています。（自治会館が閉館の場合は、すべて
中止となります）

生涯学習「西柴」

からのご案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　新年会のご案内
　　令和 4年 1月 8日（土）10:00 ～ 12:00

　　会費　　1000 円

（会館での飲食が禁止されておりますので、お弁当

のお持ち帰りとなります）　r５４６余興として、

中国民族楽器　二胡の演奏を楽しんでいただきま

す。

　　［	申し込み締切	］

12 月 3日までに会費を添えて担当幹事に申し込ん
でください。コロナ禍で自粛生活に慣れておいで

のことと思いますが、ぜひ気分転換をしませんか？

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

12 月の定例会

　日  時　　12 月 11 日（土）　　　

　日  時　　10:00 ～ 11:30
12月は第 2週になります

　場  所　　西柴団地自治会館館　

◎ふれあい談話室（参加費100 円）13：30 ～14：30
　＊ 12 月 10 日（金）　
　　・今年最後の談話室は「ミニミニ	クリスマス会」

です。
　　　皆様のご参加お待ちしております。

◎ふれあい編み物　13：00 ～
　＊ 12 月 14 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
　＊ 12 月 6日（月）／ 13 日（月）
　　・13 日は「クリスマス会」です。
　　　みんな、遊びに来てね

～ 12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！！


