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紙面が大きく ! これからもよろしく !

i         5月 度定例本部会報告         :
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議をかなり改善していただきました。今

年も重要案件が山積しておりますので、

なお一層会員の皆様と話し合っていただ

けることを期待したいと思います。

これを持って今年度の初本部会のお願

いとご挨拶とさせていただきます。

○ホームベージ準備委員の募集

すでに回覧でもお知らせしていますが、西

柴団地自治会では自治会および関連団体

に関する情報を提供する方法として自治

会ホームページを開設することになり、そ

の準備委員会を設けることとなりました。

会員の方でホームページに関心をお持ち

の方に準備委員会に参画していただきた

く募集いたします。

【準備委員会の主な役割】

①ホームページの内容の企画

②ホームベージのルール作成

③ホームページの試行運用と課題解決

【準備委員会の期間と頻度】

①平成25年 6月～平成26年 3月末目途

②毎月2回程度委員会を開催

募集人員  3名
募集期限  平成25年 5月 31日 〔金)

_*応募される方は自治会館までご連絡くだ

さい (上記参照)。

く

◆会長挨拶

これから1年よろしくお願いいたしま

す。

この本部会は、事実上自治会のすべて

の重要な決定を月1回の会議で行って参

りました。これからも続行していきます

ので、ぜひ忌憚のないご意見で議論して

いただけるようお願いいたします。

西柴団地は、金沢区で約200あ る自治

会、町内会のなかで、5番目に規模の大き

な自治会です。なかでも約 1500超の所帯

を持つ自治会は5つ しかありません。そ

のうち上位4つの自治会は半分もしくは

3分の1強がマンションのような集合住

宅でして、西柴団地のように約85%が戸

建て住宅である自治会は珍しいのです。

それだけにいろいろな意見をお持ちの方

もたくさんおいでになり、自治会運営も

そう簡単なことではなく苦労する部分も

あります。また行政に対しても、9つの町

内会で構成されている近隣の上部組織、

「金沢東部連合町内会」の中でも半分弱を

西柴団地自治会が占めているということ

で、影響力も大きいという状況です。

昨年は本部会メンバーの方に大変活発

に活動していただき、組懇談会や組長会



●バス通り清掃のお知らせ

6月 22日 (土)午前9時よリバス通りの

清掃を行います。詳細は回覧等でお知ら

せいたしますが、皆様の積極的な参加を

お願いいたします。掃除用具について

は、自治会でも用意しますが、皆様が日

頃使い1買れた道具がございましたらご

持参ください。 (環境 。交通部 )

●上半期自治会費納入のお願い

6月 17日 (月 )、 三井住友銀行の回座か

ら上半期自治会費 1,800円 と防犯防災費

900円の合計 2,700円 が引き落とされま

Jす。引き落とし手数料として別途31円

がかかります。日座残高の確認をお願い

いたします。なお防犯防災費は、非会員

にも納入していただいております。日座

自動引き落としの手続きをされていな

い方は、6月 17日 (月 )までに自治会館

へご持参ください。 (会計)

●「組み立て式ごみボックス」申し込み募集

「組み立て式ごみボックス」の購入申し

込みを受け付けますので、要望がある場

1合は、6月 15日 (土)ま でに自治会館

(8701-4961)へ ご連絡ください。サイズ

は L、 M、 S、 マンションタイプの4種類

で、寸法などについては自治会館にお問

い合わせください。また、破れたりして

ネットの交換が必要な場合も購入を計

画しますので、ご連絡ください。

(環境・交通部)

●住環境維持のための第1回アンケートの

結果説明及び皆様の意見を拝聴する会

2月 に行われたアンケートの結果説明

と意見拝聴会を開催します。ふるってご

参加ください。

日時 :6月 1日 (土) 19:00～
‐6月 2日 (日 )10:00～

場所 :西柴団地自治会館

(地域まちづくり条例設定特別委員会)

●映画鑑賞会のご案内

日  時 :6月 16日 (日 )

午前 10時～/午後 2時～

上映作品 :「帰らざる河」

受 付 数 :各 鵜 名

場  所 :西柴団地自治会館 1階洋間

事前申込 :自治会館 (a701‐4961)

※詳細は回覧/ポスターでご確認くださいc

映画鑑賞会で解説を頂いている佐藤

晃氏が「懐かしの映画を語る」と題し

て講演されます。

日  時 :6月 25日 (火 )

午前 10-12時

場  所 :西柴団地自治会館 1階

○広報部新メンバー…同より

今年度は、日1会長と部員10名で担当させて

いただきます。「自治会便り」を通じて皆様に

共通の話題が増えていくような紙面作りに

努めてまいりたいと考えております。まずは

読みやすく、ファイルしやすくするために紙

面を大きくさせていただきました。1年間よ

ろしくお願いいたします。
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飼い犬との暮らし方

風薫る5月。西柴の街中にも気持ちよさそうに、朝に夕に犬と散歩 している愛犬家の姿をよく
見かけます。犬にはリードをつけ糞尿の始末用グッズを持って、周りの方たちに迷惑をかけぬ
ようマナーを守りながら、愛犬家の方たちは散歩を楽しまれていらっしゃると思いますがk時と
して事件が起こることがあります。

5月 8日、西柴 2丁目在住の方から自治会に 1通のメールが届きました。

それは、GW中の夕方、第 3公園近くを犬と散歩中、突然、路上に出て寝そべってぃた犬に襲
われて飼い犬が負傷 し、飼い主さんもはずみで引っ張らてれて軽傷を負われたとの内容でした。
路上に横たわっていた犬も飼い犬でしたが、首輪がされてぃなかったとのことです。この犬の飼
い主さんにも何らかの事情があったとは思われますべ 犬を飼う以上、飼い主として守らなけれ
ばならないルールがあります。

飼い主さんが、私の犬はおとなしい犬だから・……と思っていても、何らかの事情、きっかけで大
人しいはずの犬が豹変する可能性は考えられます。飼い犬に罪はありません。愛犬と暮らしてい

:

:

:

:

らっしゃる大多数の飼い主 さんは十分に認

識 しておいでだと思いますが、再度散歩時

は、海の公園などの ドッグラン以外ではリー

ドを外さない、糞尿の始末は飼い主が責任を

持って処理するなどなど、楽しいはずの散歩

が一転 して不快な出来事にならないように

注意をお願いします。また、自宅敷地内でも

犬が門扉やフェンス回りからすり抜けられ

るようなすき間がないかどうか、今一度確認

をお願いします。

犬を飼っている方も飼っていない方も、皆さ

まで日々気持ちよく暮 らせる町づくりをし

ていきましょう。

○あなた0お話を聞かせていただけませんか,

生活に身近な話題、近傍のお気に入リスポッ

ト、趣味、旅先での出来事、料理、ふるさと
の話や海外での体験などなど……聞かせて
いただけませんか? 話はあるけど、書くの

はちょっと……とおっしゃる方にはお話を

伺って文章にさせていただきますのでぜひ

ご連絡をください !

投稿 。ご連絡は自治会館ポス トまたは Eメ
ールもしくはお電話で。

(ア ドレス :nisisiba4@yahoo.co.ip)
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一

轟

一 彎 艦
一

福寿会

(グランドゴルフ)

毎週火曜 (第一公園)

金曜 (スポーツ広場)

70～90代 13名

金沢区老人会の試合に参

カロ

1、 2、 8月 は休み

西柴グリーンズ

(女子ソフトボー′bl

毎過火・土曜 (スポーツ

広場)

40代中心で

60代まで
17名 1部 リーグで活躍中

西柴アローズ

(男子ソフトボー′D

毎週木 。日曜 (ま つかぜ

公園・スポーツ広場 。西

柴中学校)

20代～70代 30名
世代に分かれ試合参加

夕涼み会など地域行事にも

積極的に貢献

横浜マリーンズ

(男子ソフトボー′bl

毎週水 。日曜 (ス ポーツ

広場)

60代～80代 46名
世代に分かれ試合参加

スーパーシエアでは勝率

7割

『西柴』ママさんバレー

19人制パレーボー′bl

毎週月曜 (西柴中学校)

土曜 (西柴」ヽ学校)

20代～50代
約

10名

未経験の方、創 ママさんじ

ゃなくてもOKです。月1回の

リーグ戦、年2回の区大会あり。
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次号からは、「自治会つてどんなところなの ?」「いろいろ役員があるけれどいつたいどんな

仕事をしている0?」 など、知つているようで意外ヒ知られていない 1500超0世帯から成

り立つ自治会のイロハをわかりやすく紹介していく予定です。ご期待ください。

『困つたときはお互いさま』『できる人ができる時にできることを』をモットーに活動しています。ボランテイアを目時

募集しており、特に男性ボランティア大歓迎です。一緒に活動してみませんか?

受付 :月水金 10100～ 12:00  TEL&FAX:701‐ 5080

大人編)        |
受付中 1          1
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◎ふれあい談話室 (参加費 100円 )

13:30～ 15:00

*6月 14日 (金 )

*6月 28日 (金)宮内さん体操

◎ふれあいキッズ

～未就園児と保護者の楽 しい広場～

10:00～ 12:00
*6月 3日 (月 )

氏家さんの読み聞かせ 。手遊び

*6月 10日 (月 )

*6月 17日 (月 )原 さんの体操

*6月 24日 (月 )お誕生日会

◎ふれあい編物
13:00～
*6月 11日 (火 )

活動に使 う毛糸が少なくなってきま した。ご

家庭で眠っている毛糸がありましたら、ご寄

付 をお願い します。

※賛助会員募集中です。
※ふれあい談話室、ふれあい昼食会にご参加時、送迎
いたします。ご希望の方はお申し付けください。


