
発行/西柴団地自治会 会長/上 田 利隆
編集/広報部   電話/701‐4961
e‐mai1//nisisiba4@yahoo coip

花火が似合う衛、西柴 !

:         7月 度定例本部会報告         l
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◆会長挨拶

最近行政のなかで「地域力」という

大変抽象的な言葉がよく出てきます

が、地域全体を見るときに「自助 (自

分で助ける)J「共助 (共 に助ける)」「公

助 (行政が中心になって助ける)J、 こ

の 3つのそれぞれの地域の力を「地域

力」というように解釈 しています。

地域力を示す一番大事なことは「防

災」だと思います。東日本大震災や阪

神淡路大震災で痛感したことは、公助

というのはだいぶ時間が経ってから

でないと効果が現れず、被害がでた直

後、数日間は自助、共助でしか助けら

れないという状況です。毎年 10月 下

旬に西柴小学校で避難訂1練が行われ

ていますが、これは避難 してきた人た

ち対象の副1練で、避難しないで自宅に

いらっしゃる人たちへの対策は取 ら

れていません。

そこで、自主防災隊のような制度を

できればプロック単位で作り、その構

成メンバーは、数年にわたり、その制

度の構成員として携わっていただく

ような仕組みを考えております。災害

が起きた時は会員、非会員に関わりな

自治金便り

く、1800世帯全員がお互いに助け合わ

なければならないことで、大変難しい

課題ではありますが、皆さんとよく討

議 させていただき、早い段階で地域全

体の防災の仕組みを作り、その仕組み

に基づ く実地訓練を行っていきたい

と思います。

◆協議事項

1.自 治会館の使用時間変更

「1治会館の利用頻度増加に伴い、原則

全日使用できるように変更する。

現行の lll柴 団地自治会館管到1運 営対1

貝1の一部、及び西柴団地自治会館管理

運営規則細則の一部を改訂し、全国使

用を可能とすることが承認 されまし

た。

2.や ぐら修理

見積り額が 192,906円 と出ました。安

全性を考慮 してほぼ新 しい本材を使

用することで、兄積もり金額が承認さ

れました。

3.ホ ームベージ管理用パソコン

新たにノー トパソコン十付属機器 (合

計 11万円)が必要となり、その費用が

承言忍されました。



●住環境まちづくり条例の説明会

西柴住宅の資産価値と、住環境を守るた

めの、「建築基準法」と「建築協定Jにつ

いての環境まちづくり条例に関する、説

明会を開催いたします。

日時 :第 1回 9月 創日 (土)午後 7時～

第2回 9月 22日 (日 )午前 10時～

場所 :西柴団地自治会館 1階洋間

*内容についての詳利鵞ま別途回覧でお知|ら せします。

●バス通り清掃を終えて

当日夜半まで降り続いていた雨も、清掃

開始時間には好天となり、総勢 138名 の

参加を得て無事清掃作業を終えること

ができました。今回は西柴中学校の柔道

部の先生と生徒 14名が参加してくださ

いました。皆様のご協力に感謝いたしま

す。次回は 12月 7日 (土)に予定してい

ます。ぜひ皆様のご参加をお待ちしてい

ます。 (環境・交通部 )

●自治会役員等推薦委員会の

役員について

委員長   太田耕蔵  (6‐ 7)

副委員長  杉山民夫  (3-1)
成澤利江  (9-5)

書記    根岸ひろみ (4‐ 2)

大り|1行雄  (7-9)
以上の方々に決まりました。

●映画鑑賞会のご案内

日  時 18月 18日 (日 )

午前 10時～/午後 2時～

●称名寺東公園の

「多目的 トイレ」について

スポーツ広場に隣接する、称名寺東公園

の多目的 トイレの使用制限時間が解除

となり、9月 1日 (日 )よ り、終日利用

可能となります。

●「敬老の日」にお祝いを贈呈

9月 16日 の敬老の日を迎えるに当たり、

ささやかではございますがお祝いをお

届けいたします。(お祝い金 :5千円)

≪対象者の年齢≫

・喜寿 η歳

昭和 11年 1月 1日 から12月 31日 生

まれの方

・米寿 88歳

大正 14年 1月 1日 から12月 31日 生

まれの方

・白寿
"歳大正 3年 1月 1日 から12月 31日 生

まれの方

・百歳以上

大正 2年 12月 31日 以前の生まれの方

対象の方は、「ブロック・組・氏名・誕

生日Jを 自治会館にご連絡ください。

申込締切日 9月 10日 (火 )

TEL/FAX:701¨ 4961

e― mal!: nisisiba4@yahoo.co.ip

≪贈呈方法≫

・敬老の日に組長または民生・児童委

員がお渡ししまう。

・誕生日が敬老の日以降の方にも敬老

の日にお渡しします。

・申込期限が過ぎても贈呈いたします

が、敬老の日以降のお渡しとなります。

鮮 品

受 付 数

場  所

事前申込

「息子」

監督/山田洋次

主演/三国連大郎

各 40名

西柴団地自治会館 1階洋間

自治会館 (a701‐ 4961)

/ポ スターでご確認ください。※詳細はL」 覧



「 磁溝訂蔦薫鷹百[喜算瓦II~~~1
横浜市立西柴小学校長 島田喜次

西柴団地と共に時を過ごしてきた西柴小学校。その西柴小学校に今年赴任 していらした島田校

長先生にコラムをお願いいたしました。

はじめましてcこの4月 に着任いたしました。寄稿させていただけることを光栄とも喜びとも思

います。どうぞ、よろしくお願いいたします。

ノl学校では「まち探検」を行います。身近な「まち」を

自分たちで実際に歩いて、お話を聞き、地図に表現をして

いきます。3年生はこんなふうに西柴のまちを描きました。

あらためて「まち」を見てみれば、そこにさまざまな発見

がありました。西柴小学校の子どもたちは、このまちをふ

るさとにする子どもたち、そのきっかけにもなってくれれ

ばと願っています。

西柴小学校は創立 41年 目、海と緑と歴史に□まれたまちとともにあります。そこに、もうす

ぐ、夏がやってきます。額に汗を光らせて、子どもたちが走りまわることは変わらないことです。

そして、その記憶とともに、子どもたちは、この街をふるさとにする、いつの日か、この高台に

立って、海を見る時があるのでしょう。その時に彼ら・彼女らは何を思うのでしょうか。

さて、その日のために、今は、しっかり !と 、ベースをつくるのが/1ヽ学校の役割だと思います。

いろいろな姿があります。胸を張って、うつむき加減で、笑顔で、泣き顔で、怒った顔で、歩い

ていたり、走っていたりします。友だちといれば、笑顔があり、何やら深刻そうな相談 ……? 小

学生は守られるだけの存在ではありません。ご迷惑をおかけすることもあるのだろうと思いま

す。学校・家庭・地域の連携ということがよくいわれます。この町をふるさとにする子どもたち

をみんなで育てていきたい、そんな思いでおります。どうぞ、よろしくお願いいたします。
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作成、マイクなどの準備等)

2.掲示板 12カ所の管理、掲示物の掲示

a新組長会議の準備 (案内状の用意、資料の用意、会場準備等)

4.自治会の備品の確認 飢、椅子、事務機器、調度品等)

5.夕涼み会等自治会行事のサポート (来賓受付、接待補助、スタッフ用飲み物の配布等)

6総会の開催準備 (議案書の印刷、委任状の集計、会場準備、運営、議事録作成等)

担当副会長に質問 !

今月は総務部をサポートされている森本副会長に伺いました。

総務部を担当されて、―番苦労をされたことは?

A、 「総務部長1年、総務担当日1会長 1年 と、総務関係を2年担当しました。総務部の仕事は自治

会活動を支える裏方の仕事で日立つことはありませんが、抜けのないよう着実に遂行すること

が求められる仕事なので、気が抜けませんでした。また、各部に属さない仕事も総務部の仕事

になりますので、間口も広く、慣れないことも多かったです湖

総務部を担当されて一番嬉しかつたことは?

A.「毎年総務部員として手を挙げていただく方が少なく残念に思っていますべ いったん総務部

を引き受けていただいた方はそれぞれ努力し、仕事がピークを迎える年度末には、部長を中心

としたチームワークで見事役害1を果たしていただけるようになってくるのです。毎回、それが

一番嬉しいですね。また、総務関係の仕事はさまざまな立場の方の協力が必須なのですがヽ お

願いした方 皆々さんが快く引き受けていただけます。有難いですし、嬉しいことです」

*次号は「防災防犯音田 :こ ついてお届けします。
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rEっ たときはお互いきまJrできる人ができる時にできることをJをモット…に活動しています。ボランテイアを饉時

募集しており、特に男性ポランティア大歓理です。―縮に活動してみませんか?
受付 :月水金 10:00～ 12:00 TEL&FAX:70¬ Ⅲ5080

自治会には現在5人の目1会長が6つ の部と3つの委員会等のサポートをし

ています。これから毎月、担当の部の副会長にお伺いしていきます。

◎ふれあい談話室 (参加費 100円 )

13:30～ 15:00

*8月 9日 (金 )

*8月 23日 (金)宮内さん体操
◎ふれあいキッズ

～未就回児と保護者の楽 しい広場～

10:00～ 12:00

*8月 5日 (月 )氏家さんの読み聞かせ・歌
※8月 12日 (月 )盆のためお休みです

*8月 19日 (月 )原 さんの体操
*8月 26日 (月 )お誕生日会

◎ふれあい編物
※8月 はお盆のためお休みです。
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。

・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い。

自治会館の夏休みの日程が決まりました。 3月 12日 (月)～8月 15日 (木)


