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◆会長挨拶

いよいよ本格的な梅雨のようでこ

こ1カ 月ばかり大変な時期を迎えま

すが、皆さんで元気に乗り越えていた

だきたいと思っております。挨拶を兼

ねまして、今回は2つの話と1つのお

願いをしたいと思います。

まず、1つ 目は、毎月発行しています

「自治会便り」が先月 5月 25日号で発

行回数 300回 となりました。夏の 8月

だけは休んでいますが、それでも27

年以上の長きにわたり、発行されてき

ました。

昨年、他の自治会との会合があった

時に、他の自治会では、年 2～ 3回 ぐ

らいの発行で、私たちの自治会のよう

に毎月「自治会便り」が発行されてい

ることが他の自治会からは驚異的な

ことであることを知りました。

ここまで続けられたことは、先輩諸

氏のいるいるな苦労と努力の結晶だと

思いますし、今でも毎月、広報、総務部

が中心になって多くの皆さんに読んで

いただけるよう活動されております。

今後とも私たちの「自治会便り」を皆で

自負していきたいと思います。

2つ 目は、西柴自治会館の利用者数

ですが、3年 ぐらい前は年間延べ利用

者数が 15,000人前後でした。それが最

近は日曜日に映画鑑賞会を始めたこ

となどにより、すでに2万人に近づこ

うとしています。私たちの財産である

自治会館の利用率が上がることは大

変嬉しいことで、さらに利用しやすく

するため、現在、総務部を中心として

365日 の会館解放を検討 しておりま

す。

高齢化が進むなか、なるべく多くの

人に、外へ出てきていただく場の一つ
´として自治会館があります。開館時

間、鍵の管理、設備そのものの管理な

どの課題はまだありますので、その点

をもう少し詰めたいと思っています。

最後に、夕涼み会の打ち合わせが始

まりますが、何と言っても夕涼み会は

大変大きなイベントで、年々参加者も

増え、就学前のお子さんから小 。中学

生を含め、地域全体のお祭りになって

います。今年も成功裏に終わらせたい

と思いますので、ぜひ、昨年同様の御

支援御協力をお願いいたします。

湿気にも暑さにも負けない西柴 !
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◆協議事項

1)自主防災組織検討特別委員会の設置について

今年 6月 より来年 7月 までを活動期間

とする自主防災組織をより有効的に機

能させるため、現在抱える課題を検証

し、再編整備すべく検討をする委員会の

設置が承認されました。

2)子供部について

平成22年度総会において、子供部が廃

止され、その子供部の役割を行事部に吸

収しましたが、十分周知されていないの

で、陪6員の選出及び役割等に関する規

則」の一部改訂をし、

第 3条 各部の役割は次による

<行事部>
(3)子供関係の行事の企画・実施に関

すること。

を追加することが承認されました。

●「脳の病気」講演会のお知らせ

講演内容 :「脳の病気」について

日  時 :7月 4日 (本)午前 10時～

場  所 :自治会館

講  師 :こ じま脳神経外科・内科ク

リニック院長 小嶋康弘氏

*詳細は、回覧をご覧ください。

●映画鑑賞会 の ご案内

日   日寺:7月 21日 (日 )

午前 10時～/午後 2時～

上映作品 :「最高の人生の見つけ方」

主演/ジ ャック 0ニ コルソン

モーガン 。フリーマン

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 (窒 701中4961)

※詳細は回覧/ポスターでご確認ください。

●夏休みラジオ体操のお知らせ

日  時 :7月 20日 (土)～26日 (金 )

午前 7時～ *日曜開催・雨天休

場  所 :西柴第 1公園・スポーツ広場

●第 39回夕涼み会のお知らせ

今年も下記のとおり、夕涼み会を開催い

たします。今年はビンゴに替わり、ドリ

ームナンバー(福引)を行います。抽選会

もありますので (ご参加には受付が必要

です)、 ダブルチャンスをお楽しみに 1

日  時 :7月 27日 (土 )

午後 4時 30分～8時 30分

場  所 :ス ポーツ広場 (称名寺東公園)

*雨天の場合は7月 28日

(日 )に順延

*両日とも雨天の場合は、

28日 午後 1時～午後 3

時、西柴小学校体育館に

て開催.

●地域まちづくリルール設定特別委員会便り

第 1回アンケート結果をお伝えし、新し

い町づくリルールを平成 28年 11月 まで

に作成するためのご意見を伺う「住民意

向調査報告会」を6月 1、 2日 に開催しま

した。両日の会にご出席いただいたのは、

行政 4名、外 62名 (自治会員役員 。委員

を含む)でした。アンケート結果説明はす

でに各世帯に配布させていただいた内容

の通りで、出席者の方からルール作成に

役立つご意見などもいただきました。今

年中により具体的なアンケートを行いま

すので、ご協力お願いします。
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*お手伝いボランティア募集中*

小学生高学年以上ならどなたでもOKです。

自治会館までご連絡ください。



西柴ひろば 西柴団地に「キツツキ?」

先日、3丁 目の自治会会員の方から、ほほえましい話が送られてきました。

「この団地に住んで十年、自然が多くとても気にいっていましたがt今年は、庭の栗の木にキ

ツツキが巣を作り無事子育ても終わり親子共々巣立ちました」とのことで、早速、広報部2名で

ご自宅に伺い、ご夫婦からお話を聞かせていただきました。

ご夫婦は、「キツツキの巣作りに気が付いたのは3月 の半ば頃、お子さんから庭の栗の本を叩

くような音が聞こえたと言われ、巣作りを確認しました。よく見ると、15セ ンチぐらいの大き

さの親鳥がひな鳥に餌を与えていましたが、親鳥が警戒しており、残念ながら巣を覗くことがで

きず、ひな鳥の数も確認できないまま、5月 の連体の終わり頃、巣立って行きました」とのこと

でした。

私たちも、栗の木に登り、高さ約 3メ ー トルくらいのところに直径 35ミ リ程度に開けられた

真ん丸の巣を見て感動してしまいました。また、この本の高さ約2メ ートルくらいには、猫が木

に登れないよう「ねずみ返し」が取り付けられているのを見て、キツツキを見守っておられたご

夫婦の優しさを感じました。

ご夫婦は、山に住んでいそうな鳥がこんな身近な住宅地に生息していること、さらに我が家を

選んでくれたことに感動し、その様子を観察されたそうです。インターネットで調べたところ、

この鳥はキツツキの一種で「コゲラ (小啄木鳥)」 だとわかったそうです。「最初は、なぜこの団

地に住み着いたのかなと思っていましたが、やはりこの団地には緑が豊富なので、野鳥の生息環

境が適 しているのではないだろうか思いました」

「来年もまた帰ってきてくれるといいですね。もし

かしたら、来年は皆さんのお宅の庭にも巣作りに来

るかもしれませんね」とお話は尽きませんでした。

キツツキは、帰巣本能はなく、一度作った巣には

戻らないとのことですが、この自然豊かな西柴の町

に、巣立っていったキツツキが親鳥になっても戻っ

てきてくれたら、嬉しいなあと思いながら、キツツ

キの巣を後にしました。

:

I

:

:

○あなたの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……

投稿 。ご連絡は自治会館ポス トまたは 匡

メールもしくはお電話で。

(ア ドレス :nisisiba4@yahoo.co.ip)
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皆さんもご承知のように、この町1堆んでいらっしゃると、組長当
|

番が回ってきて、自治会活動に参加される機会があります。これか

ら自治会デビューされる方も、すでに参加されたことのある方も、

知っているようで案外知らない自治会の活動目的や組織のあり様

について、私たち広報部員と一緒に勉強していきませんか ?

まず!ま自治会のあらまし

自治会町内会は金沢区だけで173あ り、72,937世帯が自治会にカロ入しているそうです。その目

的は、「地域に住む方々の身近な問題を解決したり、地域の方々との結びつきを深めて、豊かで

住みやすい町作りをする」ことです。そのために、たとえば次のような活動をしています。

亀

。地域の安全のための活動

・楽しい行事やイベントの開催

・貴方の欲 しい身近な情報提供

1,総務部

2.広報部

・災害に強い圏I作 り

。きれいで住みよい町作り

以上のような5つの活動内容を踏まえ、西柴団地自治会に話を移 しますと、西柴団地自治会は自

治会加入世帯数 1,506戸で、地域全体を9つのブロックに分けています。また、自治会の組織と

しては会長のもと、次のような 6つの部と3つの委員会があります。

体 部会、総会の開催、運営等)

(自治会便 りの発行など広報活動全般)

3.防犯防災部   (防犯防災活動)

4.環境交通部   (交通安全と町の美化推週

15.行事部    (自 治会行事に関する活動)

16.生活サポー ト部 lf■民の福祉増tLl

7.住環境まちづくり委員会

8.緊急避難対策運営委員会

9.防犯パトロ‐ル運営委員会

またそのほかにも、団地住民サポー ト団体、親睦団体などがあります。
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「国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。ボランテイアを随時

募集しており、特に男性ボランテイア大歓迎です。一緒に活動してみませんか?
受付 ヨ月水金 10:00～ 12100  TEL&FAX 1701‐ 5080

◎ふれあい談話室 (参加費 100円)       ◎ふれあい昼食会 (参加費 500円 )

13130～ 15:00                                12:00～
*7月 12日 (金)七 夕             *7月 19日 (金 )

※7月 26日 (金)は 、夕涼み会準備のため中止  ◎ふれあい編物

◎ふれあいキッズ                13100～
～未就園児 と保護者の楽 しい広場～

10100～ 12100
*7月 1日 (月 )

氏家 さんの読み聞かせ 。手遊び
*7月 8日 (月 )七夕まつり
*7月 22漏 (月 )原 さんの体操
*7月 29日 (月 )お誕生 国会

*7月 9日 (火 )

☆夕涼み会の物品 (新品のみ、食品以外)を 7月

16～25日 まで受け付けております。

◎ふれあい談話室、ふれあい昼食会にご参加時、

送迎致します。ご希望の方はお申し付けくださ

◎賛助会員募集中です。


