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風邪の季節到来、まめな消毒、うがいを

自治会館とリモート会議の併設で実施

◆報告事項◆報告事項

① 総務部① 総務部
 ・  会館内での飲食の再開について ・  会館内での飲食の再開について
＊館内飲食再開への施策として、体調チェッ＊館内飲食再開への施策として、体調チェッ

クによる入館許可、最大利用人数を 20 名クによる入館許可、最大利用人数を 20 名
程度とし、県下の感染状況に基づく館内飲程度とし、県下の感染状況に基づく館内飲
食の制限、などを行う。食の制限、などを行う。

＊注意事項として、ワクチン接種３回以上推奨な＊注意事項として、ワクチン接種３回以上推奨な
どを「来館者へのお願い事項」として会館にどを「来館者へのお願い事項」として会館に
掲示、及び参加判断条件は HP に掲載。掲示、及び参加判断条件は HP に掲載。

　フェイスシールドの選定（または黙食）、湿　フェイスシールドの選定（または黙食）、湿
度管理体制が整い次第、館内での飲食を再度管理体制が整い次第、館内での飲食を再
開する予定。開する予定。

② 会計② 会計
 ・繰越金の会館再建積立金への移行について 　 ・繰越金の会館再建積立金への移行について 　

平成６年から始めた積立金は、平成 20 年平成６年から始めた積立金は、平成 20 年
に 3,500 万円で中断され、築 34 年になるに 3,500 万円で中断され、築 34 年になる
自治会館の建替え時に積立金が不足すると自治会館の建替え時に積立金が不足すると
考えられる。1,000 万円を超える繰越金か考えられる。1,000 万円を超える繰越金か
ら一部を移行できるよう、準備を進めて来ら一部を移行できるよう、準備を進めて来
年度の総会に議案として提出したい。年度の総会に議案として提出したい。

③ 公的委員③ 公的委員
 ・青少年指導員は一人、スポーツ推進委員は ・青少年指導員は一人、スポーツ推進委員は

欠員です。運動会では学区外の方々にお手欠員です。運動会では学区外の方々にお手
伝いいただいています。ぜひスポーツ推進伝いいただいています。ぜひスポーツ推進
委員になって地域や学校の行事に参加を。委員になって地域や学校の行事に参加を。

◆会長あいさつ◆会長あいさつ
　11 月８日の夜は皆既月蝕でした。今回　11 月８日の夜は皆既月蝕でした。今回
の皆既月食はさらにその向こう側に天王の皆既月食はさらにその向こう側に天王
星も隠れるという珍しいものでした。雲星も隠れるという珍しいものでした。雲
に隠されることのない天気でしたので、に隠されることのない天気でしたので、
夜空を見上げて天空ショーを楽しまれた夜空を見上げて天空ショーを楽しまれた
方が多かったのではないでしょうか。方が多かったのではないでしょうか。
　さて、皆既月蝕に先立つ 11 月６日に　さて、皆既月蝕に先立つ 11 月６日に
西柴小防災拠点にて防災訓練を実施しま西柴小防災拠点にて防災訓練を実施しま
した。災害はいつ起きるかわかりませんした。災害はいつ起きるかわかりません
し、そのときにコロナが感染警報状態にし、そのときにコロナが感染警報状態に
なっているかもしれません。そのようななっているかもしれません。そのような
ときであっても防災拠点の開設・運営がときであっても防災拠点の開設・運営が
できるように今、訓練・確認をしておこできるように今、訓練・確認をしておこ
うというのが今年の防災訓練の目的です。うというのが今年の防災訓練の目的です。
コロナ感染者数がまだ落ち着かないなか、コロナ感染者数がまだ落ち着かないなか、
今年は西柴小防災拠点運営委員会のメン今年は西柴小防災拠点運営委員会のメン
バーだけでコロナ禍における防災拠点開バーだけでコロナ禍における防災拠点開
設、感染者を想定した拠点受付の設置、設、感染者を想定した拠点受付の設置、
はまっこトイレの設置、避難所となる体はまっこトイレの設置、避難所となる体
育館でのテント設置などを行いました。育館でのテント設置などを行いました。
　会員の皆様には今後発行の防災ニュー　会員の皆様には今後発行の防災ニュー
スや自治会ホームページ上で詳細をご覧スや自治会ホームページ上で詳細をご覧
いただけます。コロナ対策により以前よいただけます。コロナ対策により以前よ
りも防災拠点での収容可能人数は少なくりも防災拠点での収容可能人数は少なく
なっております。自助、共助、公助を考なっております。自助、共助、公助を考
える一助となろうかと存じます。える一助となろうかと存じます。

11 月度定例本部会報告
（開催日：11 月 19 日）



●下期自治会費納入のお願い
12月15日(木 )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 ( 木 )までに自治会館にご
持参下さい。　　　　　　　　　（会計）

●京急バスの行き先表示が変更されました
「ヘリポート循環」は、「市大医学部循環」
「東柴町」は、「東柴町経由八景島歩道橋」
に表示が変更されました。時間の変更はあ
りません。

　（資源循環局）

年末年始のゴミ等の収集日程

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。燃やすご
みは、木曜日に臨時収集します。

●西柴団地クリスマス抽選会のお知らせ
クリスマス抽選会を開催します！　ただし、
コロナウィルス感染予防の観点から封筒に
よる応募形式です。
封筒に入った抽選券が自治会便りと一緒に
お手元に届きます。必要事項をご記入のう
え、切り取った下半分を封筒に入れて、組長
さんのポストに投函してください。
　締切日　12月７日(水 )
　抽選日　12月22日(木 )
当選番号の発表は、自治会便り12月号・
ホームページに掲載します。 　
さてさて、何が当たるか。当選者には行事
部の方が賞品をお届けします。

（行事部）

防犯情報

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。そこで、
〜泥棒を寄せ付けない生活の心得〜
1. 短時間の外出でも必ずカギをかける
2.窓のカギの確認を怠らない
3.家に誰もいなくても「ただいま」と言って中に入
り、一人だとさとられない工夫をする

4. 旅行等で家を空けるときは、郵便物や新聞を
止める等留守をさとらせない工夫をする

5.郵便受け、植木鉢、玄関マットの下などにカギ
を置かない

6.隣近所でお互いの留守情報を交換する
7.女性しかいないときでも、男物の洗濯物を一緒
に干すなどの工夫をする

防犯対策として、西柴自治会では防犯パトロール
をしています。不審者を見かけたら迷わず110番
通報をしましょう。 　（防犯部）

自治会館事務室 年末年始のお休み　

12 月 28 日 ( 水 ) ～
1 月 4 日 ( 水 )

品目 年末最終日 年始開始日
新聞紙・古紙
・古布

12月 24日
（土）

１月７日
（土）

プラごみ 12月 28日
（水）

１月４日
（水）

燃やすごみ
（臨時）

12月 29日
（木）

１月５日
（木）

缶・ビン・
ペットボトル

12月 30日
（金）

１月６日
（金）



 　　　　　　　

鎌倉時代に思いを馳せよう

　鎌倉時代の 1311 年、富岡地先にあった長浜千軒と呼ばれた村を高波が襲い、
人々が懸命に避難した先が、柴といわれています。当時、奇跡的に犠牲者はなく、
後に海中から発見された長浜観音が「身代わり観音」として現在も稱名寺の本堂
に安置されています。
　しかし、「東京湾内で村を消滅させるほどの高波があり得るの？」という疑問も
ありました。
　ところが 2019 年、ラグビーワールドカップが盛り上がった９月、台風により
何と 10メートルを超える高波が、金沢工業団地を襲いました。総額 250億以上
の甚大な被害となりましたが、奇跡的に人的被害は免れました。復興も迅速に進
みました。観音様のご利益があったのかもしれません。
　西柴はかつて行田と呼ばれ、畑や水田があり、海苔の干場でもありました。行
田の由来は、お経の塚があったからという説もあります。「行」は、天皇の行幸の
「行」、元寇の際に亀山天皇の勅使が船で君ケ崎に到着し、立ち寄った場所として「行
田」かもしれないという話を伺ったこともあります。
　歴史ある場所に住むと物語が豊富で興味は尽きないですね。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　（広報部員）

参考文献　新版かねざわの歴史事典 ( 金沢区生涯学習 “わ ” の会／発行 )、
　　　　　金沢ところどころ ( 金沢区・市政 100周年・区制 40周年記念事業実行委員会／発行 )

URL :h t tp : / / n i sh i sh iba . p - k i t . c om

　西柴団地自治会の
　ホームページのご案内



◎ふれあい談話室（参加費 100 円）13：30 ～ 14：30
　＊ 12月 9日（金）「クリスマス会」
　　・ハーモニカの演奏があります。
　　・皆様のご参加、お待ちしています。
　
◎ふれあいキッズ　10：30 ～ 11：30
　＊ 12月 5日（月）/12 日（月）/19 日（月）
　　・19日は「クリスマス会」（参加費 100円）

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

西柴団地福寿会
の

お知らせ

＜今後の予定（すべて火曜日）＞　

● 12 月 6 日	 散策～大河ドラマの主役「北条義時」の足跡を訪ねる　
	 集合：9:00　金沢文庫駅　　　　講師：大貫昭彦氏

　　　　　　　　　	参加費：会員 2200 円　一般 2700 円（拝観料を含む）

● 12 月 13 日	 水彩画教室～テーマはクリスマス・正月　　　　 10：00 ～ 11：50　	　　		講師：大坂由里氏　　	
　　　　　　　　　	参加費：運営委員にお問い合わせください。

2023 年
● 1 月 10 日	 水彩画教室～年間作品の講評　　　　					　　　　	10：00 から 11:50　　　		講師：大坂由里氏

● 1 月 17 日	 文学講座～「源氏物語」『行幸』２　　　　　　　10：00 から 11:45　　　		講師：繁田信一氏

● 1 月 24 日	 講演会「鎌倉殿の 13 人」その２～ 13 人が目指したものー承久の乱を読む～
　　　　　　　　　	詳細は次号でお知らせします　　　　　　　　　		10：00 から 11:45　　　		講師：大貫昭彦氏

生涯学習「西柴」

からのご案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新型コロナ感染症

コロナ感染者の増加が気になります。

インフルエンザと見分けが難しいと聞いています。

手洗い・うがいを忘れないように注意しましょう

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

12月定例会のお知らせ

12月 10日（土）　
10:00～ 11:30
西柴団地自治会館

（12月の定例会は第２週目となります）

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！！

～ 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。

みんな遊びに

来てね！


