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秋の彩、色濃く、天高き、西柴

9月度定例本部会報告

◆会長挨拶

9月 の本部会では、平成 28年 11月

に失効する「建築協定」につぃてご審

議いただきました。

「現建築協定」は、用途が制限されて

いることもあり、景観を踏襲し、さま

ざまな住民 トラブルを防止する役割

を担って来ました。

しかしながら、我々西柴団地は西

柴 3・ 4丁 目をrllに とれば、今や 65

歳以上が40%を 占め、急速に高齢化

が進んでいます。それに対応すべく

基本方針を決定したいと考えていま

す。

今後は詳細も含め住民の皆様に対

する説明会も設けます。

また、かねてより防災統括部が準

備されていた「バンダナパ トロール」

(防災副1練の一環)が 、9プロックより

始まりました。これから、皆様のご協

力をいただき、他ブロックヘ広げて

行きたいと思います。

◆協議事項に関連して

「建築協定改定」に関する基本方針

が協議されました。

長年にわたり、私たちの街の良好な

環境維持の拠り所となって来た「建築

協定」が 2年後に期限切れとなりま

す。その後にどのようなルールを導入

するかについてルール特別委員会は

検討を重ねておりますが、今の建築協

定を時代の流れに対応できるように

修正して、継続する方針と致しました

(こ の方針は20日 の本部会で承認さ

れました)。

修正のポイントは建物の用途を拡

大し、少子高齢化、空地・空家対策に

貢献できるようにする案です。例を挙

げると、二・三世帯4主宅、タウンフヽウ

ス、保育施設、シェアハウス等です。こ

れまでは低層・戸建住宅中心の協定

でしたが、改定が認められれば宅地や

建物のより広範囲の活用が可能とな

るでしょう。今は協定に非加入の方も

ぜひ新協定に賛同いただき加入いた

だけるよう願っております。

また、建築協定ではカバーできない

住環境に関するルールについては、協

定成立の目処が付き次第、継続検討す

る予定です。

(ま ちづくリルール特別委員長)



●夕涼み会のお礼

第40回夕涼み会は、快晴に恵まれ大盛

況に終わりました。ご参加くださいまし

た皆様、毎年協力してくださるボランテ

ィアの皆様、御礼を申し上げます。

今回は、前回のドリームナンバー (福引)

を“八時だよ 全員集合“としました。高

額金券やカレーセットなどの豪華商品

を狙って、悲喜こもごもの声が上りまし

た。

パソコンやスマホをお持ちの方は、この

楽しい雰囲気をホームページにてご覧

になれます。

最後にご寄付を頂戴しました諸団体の

皆様に感謝申し上げます。

(夕涼み会実行委員長 )
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海の公園 ドッグラン内の蚊につい

てウィルス保有状況の調査が9月 5

日(金)か ら9月 17日 (水)に かけて実

施されましたが、デングウィルスは

検出されませんでした。

住民の皆様にも蚊を発生させない

環境づくりをお願い致します。

(金沢区役所)

ホームベージには最新の情報が掲

載されています。隣柴則 と入

力するだけでも、検索できますの

で、気継に訪間してみてください。

会のご案内

10月 19日 (日 )

午前 10時～/午後 2時～

「遥かなる山の呼び声」

監督 山田洋治

出演 倍賞千恵子 高倉 健

各 40名

西柴団地自治会館 1階洋間

自治会館 (8701‐4961)

http://nishishiba.p‐ kit.com/



地震などの災害で自宅の倒壊などの危険がある場合には、防災拠点に避難します。西柴団地にお

住まいの方 の々避難場所 (防災拠点)は西柴小学校の体育館です。

どんな所で避難生活を送るのか、どんな機材があるのか、食料は大丈夫か。10月 26日 (日 )の

訓練に参加して体験してみませんか。

こんなメニューがあります。「避難所体験訓練」では避難生活のスペースを体験します。「簡易ト

イレ体験割‖練」は使用禁止ですが、家庭用機材の展示、紹介も行います。「炊事ヨ|1練」では、300

人分のおにぎりを作ります。

また、障命救助訓練」では、けが人の搬送を体験します。洗濯等と毛布で担架を作ります。

消火器を使ったことがあ呼ますか? 「初期消火副1制 で手順を確認しましょう。家庭用消火器

の展示も行います。

さらに、「備蓄資機オオの公開展示」も行います。食料や毛布、発電機や救助資機材など備書倉庫

の資機材の説明です。飲料水は3000缶、家庭での備えが大切です。

8、 9ブロックの方々だけですが、「7m難誘導訓練」を、バンダナパトロールと併せて実施しま

す。ご近所の安否を確認し、手助けをしながら避難します。

1,日  時 10月 26日 (日 )午前 10時～12時 雨天でも開催します。

2.集合場所 西柴小学校 グランド

3.持 ち 物 内履き (ス リッパなど。体育館で使います)、 筆記用具。

4 主  催 西柴小防災拠点管理運営委員会 (西柴団地や横演サウスの自治会などで構成)

ベツトの同隔選難酬練も醜

災害発生時には、多くの飼主がベット(犬や猫)を連れて地域防災拠点へ避難することが想定さ

れます。横浜市の指針では盲導犬や介護犬以外は屋内の避難は認められず、校庭など屋外に設置さ

れたテント内のケージに入れ、飼育管理することに

なっています。

そこで今回は、防災訓練と並行して、ベットの同行避

難訓練などをグランドの一角で行います。

副1練メニューは「飼い主の日頃の備えやベットの

しつけについての講習」「災害に備えたペット用グッ

ズの展示」「同行避難訓練とケージトレーニング」な

どです。

犬や猫と一緒に訓練に参加しませんか。ベットの

同行訓練参加希望者は自治会館にご―報ください。

詳細をご案内します。

―般の剛‖練参加、ベットの日‖練の見学は、当日、10

時までに会場にお越しください。



交ヨポ露:震竜よ
今回は、毎月第 2火曜日に開催されている「水彩画教室」のご紹介です。

ブドウやトマトなど、朝穫(と )れ野菜を目み、「的を絞って大きく慌てずに描きましょう」

の声にそれぞれが好きなアングルでデッサン開始、講師の先生が回って、一人二人にアドバ

イスをされます。先生が加える 1本の線がテーマにメリハリを与え、受講者の集中も高まっ

て行きます。

取材の 2カ 月前、区役所 lF金沢区民センター展示コーナーで開催されていた「水彩画教

室作品展」を訪れ、大村 斌講師と18名の出展者による力作を拝見しました。ちなみに展

示会は毎年抽選で害」当てられ、年 1回 2週間程度開催されています。

バラの花や夏野菜、お人形などの静物画、あるいは金沢区柴漁港・八景島・港の見える丘

公園などの風景画など、どれも個性派揃いで印象的でした。窓辺に置かれた果物は陽の光を

浴びてつややかに輝き、紫陽花や百合は与えられた水をみずみずしく含み……使い込まれ

たお気に入りの幅子とカバンは主とともに何年もの月日を過ごしてきたのだと一日でわか

りました。

水彩画と聞いていましたが、油絵の様な深いタッチのもの、アクリルの様な鮮やかなも

の、透明感溢れるものと個性光る作品揃いでした。

「絵を描く」と言いますが、描くためにはその何倍もの時間を「見る」ことに費やします。ゆ

っくりじっくり見る時間が、水彩画教室に流れているような気がしました。

今年は 10月 28日 10～ 15時 (1日 限り)、 自治会館にて本会主催の「文化祭」でもご覧い

ただけます。ぜひ足をお運びください。                  (広 報部)

110月 26日 (日)10時～12時
1西柴小学校で/全員に防災グッズとご飯のお土産付

rEったときはお互いきま』rできる人ができる時にできることを1をモットーに活動しています。ボラ
ンティアを臓時募集しており、特に男性ポランティア大歓瀬です。―編に着鵬してみませんか?
受付 :月水金 10:00～ 12:00  TELaFAX:7● 1‐5080

◎ふれあい談話室 (参加費100円 )13130～ 15:00   *10月 20日 (月 )原 さんの体操
*10月 10日 (金)              *lo月 27日 (月 )お誕生日会
*10月 24日 (金 )

◎ふれあい●物 13:00～

*10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。

◎ふれあいキッズ

～未戯口児と保饉者の楽しい広場～

10100-12:00

*10月 6日 (月 )

氏家さんの読み聞かせ・手遊び・歌


