
（自治会館とリモート会議の併設で実施）

◆議案
・2021 年度の主な行事予定（変更案）
オミクロン株拡大のため、新組長会議、新部
会は分散して開催したい。
自治会活動については、新型コロナウィルス
の拡大状況に応じて、役員会で適切に判断し
ます。　　　　　　　　　　　　　　　承認
　

◆協議事項
・第 3四半期決算報告が会計よりあった
ほぼ予定通り収支されている。
収入：感震ブレーカー補助金は、取り付け数
が規定数に足らず、補助の対象にならなかっ
た。

◆報告事項
①防犯部
・一戸一灯運動の効果が出ている。　
②防災部
・オミクロンの様子を見ながら 3月予定の自
治会防災訓練の実施を考えたい。
③ホームページ委員会
・回覧物等のHP掲載ルールを作成。
　事務所経由で皆様の意見等をどんどんお寄
せください。
④役員会
・12 月 28 日　会館の清掃とワックスがけ、　
窓・壁面の清掃を業者に委託して行った。
・玄関ホールの応接セットを会議用テーブルと
椅子に更改した。

◆会長あいさつ
　今年こそ、誰もがコロナ・ゼロの新年を
迎えたかったはずです。期待どおりにはな
りませんでしたが、８日には福寿会の新年
会が無事に開催され、ご出席の皆様の明る
い笑顔や和やかな会話がとても印象的でし
た。ほっと安らぐ二胡（中国の楽器）の音
色も胸に染み渡り、今、ここにいる幸せを
感じることができました。
　さて、10日には成人式。1970 年の全国
の新成人は247 万人、今年は120万人。
52年前の半数以下となってしまいました。
減少傾向が続く若者たちに、これからの日
本を託さなければなりません。国としてどの
ような教育を行い、将来を担う人材をどのよ
うに育成しようとしているのか。私どもも大
いに気にかかるところです。2020 年度から
スタートした新学習指導要領のキーワードは
『学びに向かう力、人間性』『知識・技能』『思
考力・判断力・表現力』の三つです。戦後
に初めて作られた時の『〈上が決めたことを
画一的に〉から〈下の方からみんなの力で
作り上げる〉への転換』と隔世の感があり
ます。
　新たな教育課程のもとで育つ若い力に大
いに期待し、夢のある日本を創造していっ
てほしいと願います。
　皆様、本年もどうぞよろしくお願いいたし
ます。
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新たな年はアフター・コロナの年にしたいものです

1 月度定例本部会報告
（開催日：1 月 15 日）



●来年度新組長選出について
令和 4年度の各組の新組長さんを 2月 8
日までに決定できるようにご協力くださ
い。
新組長さんの活動は、5月の総会後から
です。
（最初の回覧配布の仕事は、5月 25 日で
す）　
なお、添付予定でした「組長・各部の主
な仕事」は、新組長会のお知らせと一緒
に配布します。

　　　　　　　　　　（総務部）

●新組長会について
R4 年度の自治会活動を円滑に行うため
に「新組長会」を開催します。
コロナウィルス感染防止のため、ブロッ
クごとに開催します。詳細は、配布され
たお手紙をご覧ください。R3 年度の組
長さんは、「新組長会のお知らせ」を R4
年度の組長さんにお渡しください。　　　　

まさか！のひったくり・・・
犯行の傾向抜粋

防犯情報

にししばゴミ通信

「段ボールは、資源ごみです」
リサイクルにご協力をお願いします。
新聞紙や段ボールは、紙ごみとして、
毎週土曜日自宅前に出してください。
また、段ボールを出すときは、折りたた
んで、重ねて、しばって出してください。
段ボールを段ボールの箱の中に詰めな
いでください。必ず、しばってください。
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 参考資料：神奈川県警察 (H31.1月～ R3.10 月データより) 

通勤通学、買い物帰りなど帰宅時間帯が狙われます

住宅地での発生が多いです

高齢者　特に女性の被害が圧倒的に多いです

乗り物による犯行が多いです

《時間別発生状況》

《場所別発生状況》

《年齢別発生状況》

《犯行使用車両等別発生状況》



 　　　　　　　

意味（傍線部分は、ほぼほぼ下の句の意味です）　『まんが百人一首なんでも事典』より抜粋

① 川の浅瀬の流れが速いために岩にせき止められた急流が、いったんは二つに分かれてもまた下流で一
つになるように、私たち二人もたとえ今は人に邪魔されても、将来はきっと結ばれようと思う。

② ほととぎすの鳴き声が聞こえた方角に目をやるとその姿はもう見えず、ただ明け方の月が空に残って
いるだけである。

③ さっと通り過ぎたにわか雨が残した露もまだ乾ききっていない杉や檜の葉のあたりに、もう霧が立ち
上っているもの寂しい秋の夕暮れである。

④ 山から風が吹きおろしてくるとたちまち秋の草木が枯れてしまうので、なるほど、“山 ” から吹きおろ
す “風 ” のことを “嵐 ” というのだなあ。

⑤ めぐり合って見たのがそれかどうか分からない短い間に、早くも雲に隠れてしまった夜中の月のよう
に、どうしてあなたはそんなに急いで帰ってしまったのでしょう、久しぶりに会ったというのに。

百人一首かるたと言えば、絵札（上の句）を読んで字札（下の句）を
取り合う、頭を使い体も使うなかなかハードなゲームです。
次に挙げた歌は、『一字決まりの歌』といい、上の句の最初の一音
だけ聞けば下の句がわかる歌のことで、百人一首には全部で七首あ
ります。覚えておくとゲームの時に有利です。
今回は紙面の都合で五首だけ、紙面かるたにしてみました。
意味をヒントに番号 ( 上 ( かみ ) の句 (く))と記号 ( 下 (しも) の句 (く))
を正しく結び付けて歌を完成させてください。

答え 《① =ウ、② =オ、 ③  =エ、④  =イ、⑤ =ア 》



◎ふれあい談話室（参加費 100 円）13：30 ～ 14：30
　＊ 2 月 25 日（金）　
　　・皆様のご参加お待ちしております。

◎ふれあいキッズ　10：30 ～ 11：30
　＊ 2 月 14 日（月）／ 28 日（月）
　　・28 日は「お誕生会」です。　　　

西柴団地福寿会
の

お知らせ

＜ 2月の予定＞

●　２月１日（火）　　　　　	 散策　　　　
　　「ブラントンによる横浜のまちづくり」　　
　　中止になりました。　

●　２月８日（火）	 水彩画教室　　　　　時間　10:00 ～ 11:50
　　「乾物」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		講師　大村斌氏

●　２月 15日（火）	 文学講座　　　　　　時間　10:00 ～ 11:45
　　「源氏物語」『常夏』その１　　　　　　　　　　　　		講師　繁田信一氏

＊オミクロン株の脅威的な感染力に驚くばかりです。
　今一度気を引き締めて、感染予防にご協力をお願いいたします。
＊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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1 月 8 日　新年会を無事終了することが出来ました。
コロナ禍での新年会でしたが、大勢の方にご出席いた
だきました。
令和 4 年 12 月 2 日で福寿会も創立 50 周年を迎えます。
来年の新年会は盛大に行いたいと思います。

◎ ボッチャの体験会を予定しています。
ボッチャとはパラリンピックで行われた競技で現
在は各地で行われ子供から高齢者まで楽しめる競
技です。
福寿会会員以外の方でも参加可能といたします。
小学生から高齢者の方を対象としています。
日時が決まりましたら再度ご案内いたします。

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

１月の定例会は

お休みです。

～ 2 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！！

　　　＊コロナウイルス感染症の状況によっては
　　　　事業が中止となる場合があります。




