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Merry Xmas:そして、よいお年を !

12月慶定例本部含報告

◆会長挨拶

いよいよ本年も残すところ、後 10日 と

押し迫りました。

過日の衆議院選挙では西柴イ1ヽ学校の投

票率は金沢区でNo.1で はないかとも伺っ

ています。西柴団地の政治認識の高さを

改めて感じております.

さて、来年 1月 になりますと、わが自治

会役員も次年度にバ トンタッチする準備

シーズンに入ってまいります。毎年感じ

ますのは、皆さまやっとイ士事に慣れたこ

ろで交代となることです.と りわけ予算

の問題は一番重要で、来年度の予算は今

年度の役員が決定しますので、しっかり

とした中し送りが出来ますよう慎重にお

願い致します。

来春の商九li街「桜祭りJで今年1寛の行1千

終1′ となりますこ

これからの1渕題としては、建築1//J定の

巌終案をまとめていけたらと考えていま

す.40年間守ってくることができたえし

い住環境をこれからも踏襲して行けたら

と考える ・方、空き家などの需要と供給

のパランスや防犯の問題をクリアしつ

つ、若い人たちと熟年層が、あらゆる意味

でバランスのとれた街にしていけたらと

願っています。これからも、皆様には活発

なご意見を項戴しつつ、任期最後まで努

めてまいりたいと存じます.

◆協議事項 (防災統括部)

1.バ ンダナパ トロール展開の件

7つのプロックを立地の災害危険度に

より以下2群で実施することを承認.

第1群 :1・ 4・ 器……平成η年1～3月

第2群 :2.3`5'$… 平成27年 4～6月

2.防災費予算執行の件

①デジタル防災無線機購入

数量 :10台、金額 :385,560円 の豪動.

昨年4台購入し性能確認済ふ。非常

時の情報伝達手段整備のため、今後

各プロックに1台ずつ西]備すること

を1薦忍.

②バンダナパトロール腕章購入

数量 :280枚、金額 i142,128 Plα 込)

承認.

③車載広報装置購入の件

スピーカー等 58,Oul円 (税込ント認.

3.防災統括部任期変更の件

専l・

Fl知識とスキルを要求される業務

遂行上、任期を2年とし再任と絡め

て切れ日のない人員配置をすること

を終忍。



●バス通り清掃を終えて

12月 6日 (上 )。 快晴のもと、今年のパ

ス通り清掃が終わりました.西柴申学

校からは女子バ レー部の 16名 の生徒

さんと2名 の先生方、「母の代わりに

参加しました」という高校、中学の数

名の男子生徒、さらに、「毎年参加 して

います」という小学生などなど.り)性

たちは称名寺の裏Lllか らの雑メItに 格

闘し、女性たちは道端の itを 刈りと、

若い人たちのエネルギーもしっかり

ちょうだいしながら、自治会会員のた

くさんの皆様のご参加で、■世代の

方々が一緒に清掃をしてくださり、無

事に終えることが出来ました。ありが

とうございました。 (環境交通部 )

●餅つき大会を終えて

11月 即 日(Jl).‖ ‖場の11時半にはボツ

ボツと降り始め、まもなく本降りになる

というあいにくの人気でしたが、例年と

変わらない21名 のお客様と大勢のボ

ランティアに支えられ、盛況のなか終了

しました。40キ ロのもち米をつきあげ、

あんこ・きな粉・海苔 '大根おろしを

まぶした餅にtllえ 、焼芋、llX汁 を食べて

いただきました。4ヽ さなお子さんたちは

自分でついた自の中のお餅を伸ばしな

がら食べていました.午後 1時の開会前

に品切オ1に なる大人気でした.:

(行事部)

●整体医療鋼座のお知らせ

日 時 :1月 26日 (月 )13:30～
場 所 :自 治会館 lF 大広 FHl

講 師 i青樹整体研究所所長

青樹 和夫氏

参加費 :無料

申込み :1月 5日 (月 )10100～
申込先 :福祉サービス (a701‐5080)

*先着 50名 (定員になり次第締め切

ります) (福祉サービス)

●映画鑑賞会のご案内

日  時

上映作品

受 付 数

場  所

事前申込

*言羊糸lllは 、

●犬の飼い主さんへのお願い

散歩の際の糞は必ず拾い持ち帰 りま

しょう。

公園では小 さなお子 さんが遊んでい

ます。リード無しの散歩はたいへん危

険です.

冬毛に生え換わる季節ですが、屋外で

のブラッシングは他の方の迷惑とな

りますのでお家でしましょうc

(環境交通部)

住みよい買柴を目指して、西柴団地住民の皆様に

有用な情報溌僣をしています。

より良いホームベ…ジを目指して、皆様のご意見

ご姜理をお待ちしております。

ホームベージにある、問い合わせをクリックして

書き込んでください。

http:〃nishishiba.p‐ kit“ com
または、下記のメールアドレスまでメールをお送

りください。

nisisiba40yahoo.oo.ip(HP運 営委員会)

1月 13日 (日 )

午前 10時～/午後 2時～

「太陽がいつぱい」(字幕版)

出演/ア ラン・ドロン他

各 35名

西柴団地自治会館 1階洋間

自治会館 (奮 701‐4961)

回覧・ホームベージで。

西柴団地自治会の

ホームベージをご覧になられましたか?



シリーズ防災 第 7回

バンダナ・パトロール個‖練)の

取り組み状況について
(防災統括部)

当部では、「レヾ ンダナ・パトロール (略称 :バ ンパト)Jは、ご近所を気に掛ける、ご近所と触れ

合うということを通して、いざというときのご近所の底力 (ご近所力)を高め、安全・安いな街に

していくことを目指す活動」と位置づけて、まずシンプルな活動を全員参加で起こすところから始

めることにしました。そのためには、金世帯の皆さんに活動の趣旨や具体的な実施要領等を周知徹

底させることが最重要と考え、次の5つのステップを踏んで進めることにしました。

●ステップ11ブロック別組長会議において「バンパトの仕組みと進め方」を説明。その議事録を

ブロック長名で作成し各戸に配布して徹底を図る。I注】

のステップ212012年度の「災審救助チーム員および安否確認協力員Jの方々に協力を要請し、

「仕組みの詳細と活動組織づくり<ゾーン分けとIll編成>」 について説明会を実

施。この説明会に集まった皆さんを中心にステップ3のバンパト班を組成。

●ステップ31バ ンバト班長会議を開催し、実施要領を具体的に説明。班編成と実施要領を最終

確認する。

●ステップ4:バ ンパトIII長会議の内容を基に、171員 が全世帯を個別訪問し、チラシなどを使っ

て説明するとともに訓練への参加を呼びかける。

()ス テップ5:バンパト本番を実施し、その内容を防災ニュース等で紹介。

上記手llEに 従い、最初のバンパトは、津波被害の可能性が高い第9ブ ロックを先行モデルとして

9月 6日 に行われました。次いで、初回の反省点を踏まえ運営上の改善を加えた上で、10月 25日

に、がけ崩れの心配がある第8ブロックで、さらに翌26日の防災副1練開始前に第9ブロックで2

回目のバンパトが実施されました。第9並びに第3の両ブロックの訓練実施の詳細については、西

柴防災ニュース第2号 (9月 24日発行)と第4号 (11月 26日発行)で紹介しておりますのでぜ

ひご覧ください。

これまでの取り組みの中で、バンパト活動の展開手順が確立できたと考えています。残る第 1～

第7ブ ロックについては、2015年 1月 から順次実施する予定ですので、安全で安心な住み心地の

いい街づくりのために全員参加で取り組みましょう。

i注 ,各ステンプで、随時各会議議事語 llt災 ニュース等を各世帯に流して全員で情報を共有.

自治会館事務窒

年末年始のお休み
12月 28日 (日)～ 1月 4日 (日 )



鐵 

「西柴」で
‐観る。聞く。学ぶ 1

生涯学習では毎月第一火曜日に散策のコースを企画、今秋もNHKな どで講師として活躍する大

貫昭彦先生をお招きし、鎌倉をはじめ近郊の神社仏閣等を訪ねています。今回は、「相模国分寺」散

策のお鯖です。

行先の海老名市は県の中央に位置し、丹沢の山々をひかえ水田地帯が広がるイメージですべ 昔

は東海道にも近く馬次所があり、また相模川の運搬力加壼業の中心として栄えた町です。丘陵地の

頂部には弥生時代後半の秋葉山古崚群もあって、古代の歴史Elマ ンを抱かせる場所だったことは意

外でした。

741年、聖武天皇の詔勅よって国家の安寧を祈願し、全国66か所に国分寺が建立された際k相

模では古い地方豪族の氏寺に七重塔を加えて相模国分寺としたそうです。経文を収めた七菫塔と金

堂を回廊や築地塀で囲む「法隆寺式伽藍配置」となっていて、これは全国にも2か所しかない貴重

な史跡とのことです。

現在の国分寺は薬師堂を1713年 に現在地に移し再興したもので、参道には指定樹齢 lχЮ年の

「県天然記念物大けやき」が悠久の時を刻んでいました。昼食後、籠峰寺において、大量先生のご尽

力で “国指定重要文化財 木造千手観音rを 拝観することができました。歴史だけでなく、草

木にも詳しい大貫先生の周りll常 に女性陣が囲み、「まだ2時だから、国分尼寺も回って行きましょ

う !」 などとジョークも飛び出し、全員最後まで軽やかに歩きました。

お世論役が電車の切符も買って下さる上、親切な誘導付きで安心、初参加の私もすぐに打ち解け

ました。参加者29名で 日ヽ散策していると、不思議なことに

家族旅行のような気分になってきました。F生涯学習西柴』が

生み出す安心感が充満している散策は、一人でも1回だけで

も参加できるプログラムです。手ごろな参加費は交通費・講

師謝礼など実費で当日出発時の集金、散策後は現地駅解散で

すから、その後お茶をしたり、お買い物など、もう一つのお楽

しみもあります。次回は12015年 2月 3日、ヤマトタケルの

道を行く】:3月 3日、横浜の歴史的建造物を訪ねてlな ど。要

チェック′ですよ | (広報部)
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ィア大麒露です。一縮に預麟してみ凛せんか?
費付 :月ホ童 1● :00‐12:∞  TELttFAX,701・ 5030

Oふれあい談離室 (参加費100円 )1380～ 15Ю0

*1月 9日 (金 ) *1月 23日 (金 )

0ふ れあい昼食金 (参加費500円 )12:00～
ホ1月 16日 (金 )

O篠み物販売会 14:00～

*1月 16日 (金 )

0ふ れあい編働 13:00～

*1月 13日 (火 )

′ふれあい騒括室、らヽれあい昼食会にご参加時、送迎数します。ご希望の方はお申し付けください。

の費助会員募集中です。

Oふ れあいキッズ

～未就園児と保護者の楽しい広場～

10100～ 12:00

*1月 5日 (月 )

読み聞かせ・手遊び・歌
*1月 19日 (月 )親子体操
*1月 26日 (月 )お誕生日会

西柴団地福祉サービス ～ふれあい事業のこ案内～


