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ゆく年を想い、来る年を寿ぐ鳳 西柴 :

◆会長挨拶

皆様には春からご多用にもかかわらず、

本部会にご出席していただいておりま

すが、あと約 4分の1を残すところとな

りました。皆様がたの後任の方の準備が

2月 ぐらいから始まりますので、それに

関してお話ししたいと思います。

西柴団地自治会の基本はそれぞれの組

長さんです。組長さんからブロック長が

選ばれます。また、組長さんには同時に

各部の部員としての活動もお願いして

おります。また一部の方には、それぞれ

の部の部長、冨倍β長の任に当たっていた

だくということがずっと続けられてき

たルールで、これまで自治会を運営して

きた基礎となっております。

ブロックや組によって違いはあるもの

の、局齢化などにより、年々、組長さん

の選出が難しくなっています。そのた

め、今までとは違った形で補っていくこ

とも考えなければなりませんが、来期は

基本となる組長をベースに、ブロック

長、各部の構成というものを継続してい

きたいと考えております。

そうした現状を踏まえ、後任に引き継ぐ

にあたり、2つのお願いがございます。

1        12月 度定例本部会報告        :
L… …………………………………………………………………………………申…………………」

1つ日は、柔軟な対応をしていただきた

いということです。組長は順番に務める

という大前提はありますが、身体が厳し

い方に強要せず、できる方にお願いして

いき、家庭事清のため、今年は難しいが

2～ 3年後にはできそうという方には

2～ 3年後に役を引き受けていただく

ようにするというような考慮をしてい

ただきたいと思います。2つ 目はきちん

とした引き継ぎをお願いします。重要な

案件や反省点はメモを残して後任の方

に引き継いでいただきたいと思います。

大変基本的な話で恐縮でございますが、

ぜひ心掛けていただきたいと思ってお

ります。

◆協議事項

1)ま ちづくリルールに関する

第 2回アンケートについて

来年 1月 下旬に行うことで承認されま

した。

2)情報共有方式への実施申し込みについて

災害時により確かな要援護者の方たち

の救助支援を行うために行政からの P情

報共有方式」の実施に申し込みすること

が承言忍されました。



○餅つき大会を終えて

11月 30日 、穏やかな晴天の中、2■ 名が

参加。また多数のボランティアの方々の

協力も得て、盛況のうちに終了すること

ができました。初めて参加された方も多

く、自と杵でついたお餅をあんこ、きな

粉、海苔、大根おろしなどをつけて味わ

っていただき、「こんなに柔らかくてお

いしいのですね」という声もいただきま

した。焼イモも喜ばれ、また前日から仕

込んだ豚汁も人気でした。お餅をちぎる

時は、子どもたちが喉をつまらせないよ

うに、小さめで少し平らにするなど工夫

して皆様と楽しいときが過ごせました。

<行事部>

●バス通り清掃を終えて

12月 7日 、140人の方に参加いただい

て無事清掃を終 えることができまし

た。大勢の方の参加が本当に力になり

ました。例年になく落ち葉が多く、特

にイチョウの葉が車道 |ご積み重なり

熊手で集めるのも大変な作業で、皆で

汗をかくほど頑張りました。西柴中学

の生徒さんも多数参加し、ボーイスカ

ウ トの皆 さんや地域の皆 さんの協力

も得て、9o Lの ゴミ袋で 220袋の落ち

葉と雑草が集まりました。小学生のお

子 さんを同伴 しての若いお父 さんや

お母さんの参加もあり、心強く思いま

した。お手伝いくださった皆 さんに、

この場を借 りておネしを申し上げます。

<環境交通部>

●映画鑑賞会のご案内

日 時 :1月 19日 (日 )

午前 10:00～ /午後 2100～

上映作品 :Fグレンミラー物語飲き替え版)」

主演/ジェームズ・スチュアート

受 付 数 :各

“

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.

●「建築協定と住環境維持のルール化

の住民意向調査」について

今春に「住環境維持のための住民意向調

査」を行いましたが、2回 目のアンケー

ト調査を実施します。皆様のご協力をお

願いいたします。

アンケート配布日:平成26年 1月 27日 から

回収日:平成26年 2月 28日 まで

●民生委員 ヨ児童委員と

主任児童委員の決定のお知らせ

3年毎の改選期を迎え、民生委員・児童

委員 1名 を増員し、次の方々にご就任い

ただくことになりました。(敬称略)

侶 生委員 。児童委員》

瀬JII常子 (1… 3)、 宮内ハル子 (2-1)

桐木勝子 (4-7)、 下村節子 (5…2)

島根千恵子 (7‐ 10)、 *谷合啓子 (8‐2)

山村京子 (9-10)(*印は新任者)

鮭 任児童委員》

田中恵子 (3-5)

●功労者表彰のお知らせ●

全国民生委員児童委員連合会 より

瀬川常子さん (1-3)が永年勤続表彰さ

れました。
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身近な偉人、大橋新太郎について

(後編)

1大橋新太郎と須磨子夫妻の功績

大橋新太郎 と須磨子夫妻は全沢の地域のために協力を惜 しみま

せんでした。その足跡は随所に見ることができます。たとえば、大

正 12年の関東大震災により大きな被害を受けた称名寺の弥勒菩

薩、釈迦如来、鐘楼などの修理のために夫妻そろって寄付をし、由

緒ある称名寺の復興に尽くしました。信仰が厚かった須磨子夫人は

さらに、震災時に金沢一帯に流れ着いたЮ 余名の屍を茶毘に付 し、

13回忌には、無縁仏にならぬよう供養塔を龍華寺に建立 しました。

また、昭和 5年に県立金沢文庫を再建する際には、復興予算 10万

円のうち、大橋が 5万円 (現在の金額で約 5億円)の寄付を快諾 し

ます。その時大橋は、神奈川県が永久に維持・保存することを条件にしています。

あるいは昭和 10年、北条実時 660年忌大法会が盛大に行われた際には、記念事業として金

沢山から稲荷山、日向山にかけて百観音の石仏を奉配してお参リコースを整備 し、金沢山山頂に

は長浜観音を祀った八角堂を建立 しました。それにより、この地に多くの観光客が訪れるように

なりました。

他にも、それに先立つ昭和 8年、軍需工場の日本製鋼

所が金沢へ進出する状況下で、大橋は工場用地 。工員寮

用地として3万坪余を手放 します。軍需工場進出に対 し

住民は難色を示 しますが、雇用は地元民を最優先するこ

と、名勝地の風致保護を条件として住民の合意を得まし

た。なお、昭和 58年に、日本製鋼所は金沢工業団地に

移転、跡地はダイエーとマンション群になっています。

神奈川県立文庫1日館 (神奈川県立金沢

文庫写真提供 )

金沢山あたりに残っている大橋新太郎
の建立した百観音

「大橋新太郎講演会のお知らせ」

下記要領で講演会を開催いたします。当日は、わかりや

すく映像や地図を使いながらお話ししますので、ぜひご

参加ください。

<言己>
日 l寺 :1月 13日 (月・→笑日)13日寺～15F寺

会 場 :自治会館 1階洋間

テーマ :「西柴団地ができた頃」 講師 :梅木隆史氏
「大橋新太郎と西柴団地」 講師 :小俣悦男氏

問合せ先 :7830278(大田耕蔵)

事前申込み不要。入場無料
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今月は「行事部」についてお話しします。行事部は、住民の皆様

が各行事を通じて親睦がより深められるよう、誰もが気軽に参

加し、子どもも大人も一緒に楽しめる行事を、年間を通して企

画・運営しています。

主な仕事は、次の4つです。

1.夕涼み会の企画準備と当日のイベン ト運営 (7月 下旬 )

2.餅つき大会の準備と当日の運営 (11月下旬または 12月 上旬)

3.ラ ジオ体操の準備と運営 (夏休み時期)

4.商店街活性化「桜祭り」の企画、立案、運営に参画

※各行事のポスターや当日の写真を自治会ホニムページに掲載していますので、ぜひご覧くださぃ。

自治会では現在 5人の副会長が 6つの部と3つの委員会等のサポー トをし

ています。毎月、担当の部の副会長にお伺いしています。

今月は行事部を担当されている田中副会長に伺いました。

行事部を担当されて、一番苦労されたことは?

A「2000人以上集まる夕涼み会の実行委員長を2年間担当させていただいたことです。1年 目

は毎年お手伝いをしてくださっているボランティアの方々に連絡を取るのが大変で、お顔がわ

からない方に電話をすることは勇気がいりました。業者との連携や日時調整、2回ある全体会

議の運営、プログラム調整、マイク (ス ピーカー)調整、雨天時の対策等々。無事に終了する

までは気が休まりませんでした」

行事部を担当されて、一番嬉しかつたことは?

A「行事部は夕涼み会だけではなく、どの行事もボランティアの皆様のお手伝いがなければ成り

立ちません。多くの皆様に快く引き受けていただけたことが一番嬉しく感謝の気持ちで一杯で

す。また、行事部は他の部よりも部員が多いですが、その分多くの方と知り合いになれたこと

も嬉しいことでした。そして行事終了後は「やった～ !」 との達成感を部員の皆さんと共に味

わえたことです」

――」

自治会館年末年始の休館日 12月 29日 (日)～ 1月 5日 (日 )

担当副会長に質問

r困つたときはお互いさま』r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。ポランティアを随時

募集しており、特に男性ポ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 E701‐ 5080

◎ふれあい談話室 (参加費 100円 )1330～ 15:00 ◎ふれあい昼食会 (参加費 500円 )12:00～
*1月 10日 (金)お正月            *1月 17日 (金 )

*1月 24日 (金)宮内さん体操
◎ふれあい編物 13:00～
*1月 14日 (火 )

・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。
・賛助会員募集中です。
※電話受付およびサービスは12月 29日 (日 )ま で。

年始は 1月 5日 (日 )よ り。ご依頼はお早めに。

◎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
*1月 6日 (月 )

氏家さんの読み聞かせ 。手遊び
*1月 20日 (月 )

*1月 27日 (月 )お誕生 日会


