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雨の時期も、適度な運動を欠かさずに乗り切ろう！

ココロナ感染が高止まりの状況下、一昨年、昨年に引き続き、ロナ感染が高止まりの状況下、一昨年、昨年に引き続き、
本年度の総会も書面表決での開催を余儀なくされ、5月本年度の総会も書面表決での開催を余儀なくされ、5月
14日に実施しました。14日に実施しました。
総会員（世帯）数 1,454 名に対し、1,086 票の有効表決の総会員（世帯）数 1,454 名に対し、1,086 票の有効表決の
回答があり、総会は無事に成立しました。回答があり、総会は無事に成立しました。
本総会の議案は本総会の議案は
1号議案　令和 3年度事業報告・決算報告について1号議案　令和 3年度事業報告・決算報告について
2号議案　令和 4年度事業計画・予算案について2号議案　令和 4年度事業計画・予算案について
3号議案　自治会館の修繕について3号議案　自治会館の修繕について
4号議案　次期役員について4号議案　次期役員について
の 4件ですが、いずれも、過半数を超える圧倒的多数のの 4件ですが、いずれも、過半数を超える圧倒的多数の
賛成表決を得て承認されました。賛成表決を得て承認されました。
詳細については、別途 "広報西柴 ”にてご報告します。詳細については、別途 "広報西柴 ”にてご報告します。
表決に関連して寄せられたご意見は、表決に関連して寄せられたご意見は、
①今年度の事業計画について、これまでコロナ感染防止①今年度の事業計画について、これまでコロナ感染防止
の観点から採られてきた自治会活動や自治会館利用にの観点から採られてきた自治会活動や自治会館利用に
関する制限措置の緩和を求めるもの。関する制限措置の緩和を求めるもの。

②自治会館修繕計画について、2階のトイレの残置を要②自治会館修繕計画について、2階のトイレの残置を要
望するもの。の 2点に集約されました。望するもの。の 2点に集約されました。

当該議案の承認は、当該議案の承認は、
①については、未だコロナ禍の収束の見通しがつかない①については、未だコロナ禍の収束の見通しがつかない
なか、安心・安全を最優先とする自治会運営の基本方なか、安心・安全を最優先とする自治会運営の基本方
針に多数の賛意が示されたものであり、針に多数の賛意が示されたものであり、

②については、これまでに、計画案の詳細と、寄せられ②については、これまでに、計画案の詳細と、寄せられ
た意見・要望にに対する回答が提示されており、それた意見・要望にに対する回答が提示されており、それ
を踏まえて多数の賛意が得られたものです。を踏まえて多数の賛意が得られたものです。

今回の総会をもって執行部は交代となりますが、前執行部今回の総会をもって執行部は交代となりますが、前執行部
の皆様、この混迷の2年間の自治会運営、ご苦労様でした。の皆様、この混迷の2年間の自治会運営、ご苦労様でした。
コロナ問題が依然として予断を許さない状況下、会員の高コロナ問題が依然として予断を許さない状況下、会員の高
齢化や世代交代などの進展は待ったなしであり、今後の事齢化や世代交代などの進展は待ったなしであり、今後の事
業の遂行、自治会の運営にあたっては引き続き難しい舵取業の遂行、自治会の運営にあたっては引き続き難しい舵取
りを余儀なくされるものと思われます。りを余儀なくされるものと思われます。
会員の皆様の、新執行部へのご支援・ご協力をお願い致会員の皆様の、新執行部へのご支援・ご協力をお願い致
します。します。

総会議長　8-7　西内　俊秀総会議長　8-7　西内　俊秀

◆会長あいさつ
　５月14日（土）に総会が無事終了いたし
ました。新型コロナウイルス感染防止対策
のため、今回も書面総会となりました。今
年度は第１号から第４号までの各議案への
表決をいただき、いずれも会員の皆様の承
認を得られましたことをご報告いたします。
私ども令和２年度着任の役員はこの総会を
もって任期満了となりました。思い返します
と、私どもが着任する年にダイヤモンドプリ
ンセス号での船内感染が騒がれ始め、瞬く
間に国内全域に拡大しました。この２年間
はまさにコロナ感染防止を主眼に置いた自
治会運営でした。『夕涼み会』『西柴小学校
地域防災拠点訓練』を始めとする様々な行
事の中止や内容変更を余儀なくさせられま
した。皆様には多大なご迷惑をお掛けして
きたことと存じます。そのような中で、リモー
ト活用の会議や西柴団地一斉清掃の実施な
ど、新たな取組へのご理解・ご協力をいた
だきましたことを有り難く思っております。今
期役員は様々な場面で一致団結して活動す
ることができました。これもひとえに自治会
運営にお力添えくださいました本部会や事
務室の皆様のお陰と心から感謝しています。
　さて、この５月号をもって私（山田日出雄）
の会長挨拶を終えさせていただきます。２
年間、拙い文にお付き合いくださり有り難
うございました。今夜はショパンとラフマニ
ノフに心ゆくまで耳を傾けたいと思います。

令和４年度総会報告
（開催日：5 月 14 日）



8 ブロックの高齢者世帯にセールス電
話がありました。
「N工務店です。築 10年以上のお宅
の床下、白アリ点検をご案内していま
す。ご近所での実績もありますので、
いちど訪問してもよろしいですか？」
口振りから行政または、自治会からの
斡旋と勘違いし、訪問を了承。
後日、訪問の際は息子さんの対応に変
わると「この携帯電話に連絡をくださ
い」
と言って早々に退散し被害に遭わずに
済み、警察に報告しました。
この事例、無理に家の中には入ってい
ないので、対処は出来ないそうですが、
自宅訪問は詐欺被害の発端となる事が
報告されています。お気を付けくださ
い。

★不審な電話がかかってきたら迷わず
　金沢警察署（782-0110）に通報を！

（防犯部）

●西柴団地一斉清掃・
バス通り清掃のお知らせ

日　時 ：6月25日（土）
　　　　9：00～11：30
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
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。小中学生などご家族
一緒に多数のご参加をお待ちしています。
＊雨天の場合は翌26日（日）
＊詳細は回覧でお知らせします。

（環境交通部）

●上期自治会費納入のお願い
6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。
口座引き落としの手続きをされていない方
は、6月15日（水）までに自治会館にご持
参いただくか、自治会口座へのお振込みを
お願いいたします。

（会計）

●「組み立て式ゴミボックス」の
購入申込み募集

組み立て式ゴミボックスの購入申込みを
受け付けます。（無料）
申込締切日：6月15日（水）
申　込　先：自治会館☎701－4961
ア ド レ ス ：nisisiba4@yahoo.co.jp
修理等詳細は自治会館にお問い合わせくだ
さい。
ネットの購入申込みもご連絡ください。

　　　　　　　　　（環境交通部）

防犯情報

●編集後記

１年間ありがとうございました。
広報部員一同無事部活動を終了するこ
とが出来ましたこと自治会員の皆様に
感謝です。

　　　（広報部一同）



 　　　　　　　

　 
高齢化社会を先取りした映画たち高齢化社会を先取りした映画たち

今回は、高齢者問題を描いた心に残る映画作品を紹介したいと思います。当然のことですが、高齢者問題
は昔からあるのです。

・「ウンベルト D」製作年：1951 年　イタリア　監督：ヴィットリア・デ・シーカ
　公務員を定年退職したにもかかわらず家賃滞納でアパートを追い出された老人が、唯一の家族である愛犬

とあてもなくさ迷い歩く姿を描く。

　自殺しようと線路に寝そべるが、いくら追っても愛犬が傍を離れず仕方がなく自殺を諦めた老人は再び愛犬

と歩き出す。

　商業的な映画を作る前のデ・シーカ監督の傑作です。

・「ハリーとトント」1974 年　アメリカ　ポール・マザースキー
　こちらも家賃滞納でアパートを追い出される話ですが、イタリアンネオリアリズム作品と違い明るい。また

唯一の家族が犬ではなく猫に。

　あてもなくさ迷うのは同じですが、主人公が昔の恋人を高齢者施設に訪ねるシーンが素晴らしい。認知症と

なってしまった彼女は主人公の事をまったく覚えていないが、かつての恋人である主人公が手を差し出すと

それに応えて立ち上がり、年老いた二人が施設のフロアでダンスを舞う。極めて美しいシーンでした。

・「野いちご」1957 年　スウェーデン　イングマル・ベルインマン
　独りぼっちの医師は長年の功績を認められ表彰されることになる。式場に向かう老医師の姿とその心理を

回想シーンをおりまぜて描く。

　優柔不断であったがために心から愛した女性を別の男に取られてしまった、野いちごをつみに行った時だっ

た事を思い出す・・・老医師の心に悔恨の念がよぎる。

　次々と問題作を発表するベルインマンの名作です。

・「田舎の日曜日」1984 年　フランス　ベルトラント・タヴェルニエ
　田舎で一人暮らしをしている老画家のところへ息子一家と独り身の娘が訪ねてくる。

　いつもは静かな日曜日が孫たちのおかげでにぎやかなものとなるが、老画家は孫たちよりも嫁に行かず一人

暮らしをしている娘のことを気にかけている。

　老画家の心像描写が絵画のような美しい映像で語られる秀作です。

   （私はフランス映画祭を主催した時にタヴェルニエ監督と握手を交わし直接お話ししました・・スミマセン自

慢です m(__)m）

　ほかにも「鉄道員」「老人と海」「ライムライト」「八月の鯨」「生きる」「東京物語」「恍惚の人」「ペコロス

の母に会いに行く」とまだまだあります。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（広報部長　荒井）



◎ふれあい談話室（参加費 100 円）13：30 ～ 14：30
＊ 6 月 10 日（金）　／ 24 日（金）

・皆様のご参加お待ちしております。
◎ふれあい編み物　13：00 ～

＊ 6 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
＊ 6 月 13 日（月）／ 27 日（月）

・27 日は「お誕生会」です。

＜ 6 月の予定＞　

● 6 月 7 日（火） ＜散策＞　江の島めぐり　　　　　　講師：古田土俊一氏 
大貫先生のご都合により、講師が大貫先生ご紹介の方に変わります。
古田土氏…鶴見大学講師　鎌倉考古学研究所役員他

　金沢文庫駅　9 時出発（時間厳守）　徒歩３㎞
● 6 月 14 日（火） ＜水彩画教室＞　春の野菜  講師：大坂由里氏　　10：00 ～ 11：50
● 6 月 21 日（火）　 ＜文学＞　「源氏物語」『野分』１　　講師：繁田信一氏　　10：00 ～ 11：45

＊日程変更のお知らせ
　11 月に予定していた散策「横須賀軍港めぐり」は軍港クルーズ船運航の関係で日程を変更します。
● 10 月 4 日「ブラントンによる横浜のまちづくり」　→「横須賀軍港めぐり」に変更
● 11 月 1 日　「横須賀軍港めぐり」→「ブラントンによる横浜のまちづくり」に変更
＊コロナの感染状況によっては、中止になる場合があります。
　運営委員に連絡または、ホームページで確認してください。

生涯学習「西柴」

からのご案内

◎ 最近いつ転びましたか？　アンケートを取ってみると
 ・どこで転びましたか？

１位　普通の道（屋外）　２位　階段（屋内・屋外）　３位　部屋の中（屋内）
・どんなふうに転びましたか？

　 　１位　つまずいた　　２位　すべった　　３位　足がもつれた
 ・どんな服や履物を身につけていましたか？

　 　＊家の外では　１位　運動靴　２位　革靴　　３位　サンダル
　 　＊家の中では　１位　靴下　　２位　ストッキング　　３位　スリッパ

 ・転んだ方向は？
　　１位　前　　2 位　横

《転倒しやすい場所》
 ・濡れている場所は滑りやすい。
 ・階段など段差がある場所。
 ・片づけていない部屋はつまずきやすい。

◎ 転倒・骨折は寝たきりになる確率が高くなります。
梅雨の時期は特に注意しましょう。

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

西柴団地福寿会
の

お知らせ

〈  定  例  会  〉 
6月 25日（土）

10:00 ～ 11:30
場所　西柴団地自治会館

～ 6 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。

・ふれあい談話室のご参加時、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ください。

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状況により
中止となる場合があります、
福祉の掲示板・HPまたは

福祉サービスまでお問い合わせ下さい。
電話：701-5080 電話電話電話 0
受付：月 /金　10：00 ～ 12：00


