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新しい年をより良い年に !

1月度定例本部会報告

◆会長挨拶

明けましておめでとうございます。

昨年は各組長さんプロック長さん 。

各役員の皆様のお陰でさまざまなこ

とが一歩前進していけたと思ってい

ます。

今年は何としても「建築協定」につ

いてまとめていきたいと思います。か

ねてより各プロック長さんには委員

会を通じてご説明させていただいて

来ましたが、委員会の答申案も固まっ

てきました。80軒余りの空き家が存在

し、30代の住民が少ないという現状を

踏まえ、西柴団地をより活性化するた

めに知恵を絞っているところでござ

います。基本的な住環境を守る考え方

は維持しつつ、ただし用途幅を改善し

てより住みやすくFlj用 しやすい衝に

して参りましょう。これから住民の皆

様お一人お一人と、数力月間膝を交え

て合意の道を模索していきますので、

何卒ご理解ご協力をお願い致します。

もう一つ、力を注いでいきたいのが

防災です。「阪神淡路大震災」の教31

(被災者の救出のうち公動は2%)か ら

学ぶに、いかに共助が大切であり、ま

た自宅における自助に対する備えを

怠 らないことが私たちに出来る最善

の道であると考えます。今年も、共助

の仕組みを構築すべく「バンダナバ ト

ロール」を展開して参ります。そちら

も、どうぞご協力をお願い致します。

◆艤秦

1)会則に定められている月額自治会

費内訳 会費300円 +防
`E防

災費

150円彗450円 を、会費450円 に改

定する。変更実施は総会での承認

後。(ブF会員は地域協力金 (仮称)と

して150円)*防犯防災費は主に

防犯灯電気代金として一般費と別

徴収して来たが、LDE化に伴い多

くは横浜市へ移管し電気代減少が

見込まれる。しかし、高齢化を考え

ると福祉費の増大が避けられない

事を考慮し、支出予算の柔軟な運

営のため変更する。承認

2)「西柴団地自治会個人情報取り扱

い規則」FIJ表の西柴団地会員名簿

利用可能者に西柴団地自治会役員

を追記改定する。円滑な自治会活

動のため、必要と認められる。承認
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◆協議事項

1)役員候補者等推薦委員の平成 27

年度総会任期満了を受け、会則第

11条に基き「次年度役員候補者等

推薦委員選出会議」を2月 14日 13

時 30分から,贋次行う。

2)各組は新組長選出を2月 28日 ま

でに行い、プロック長は3月 5日

までに自治会へ提出する。新組長

会議は3月 21日 14時から行う。

3)自 治会館での忘れ物・傘の忘れ物

を3カ 月毎に処分することを組則

に追記する。

(傘は会館貸出用として使用する場

合もある。)

のご案内

2月 15日 (日 )

午前10時～/午後2時～

「黄昏」(字幕版)

出渡/ヘンリー。フォンダ

キャサリン・ヘプバーン

各 35名

西柴団地自治会館 1階洋間

自治会館 (奮701‐4961)

回覧・ホームページで。

事前申込 :自 治会館 (a701Ⅱ 4961)

参加希望の方は、2月 14日 までに自治

会館 (奮701・4961)ま でお申し込みくだ

さい。

(西柴団地福祉サービス)

(防災統績部)

●来年度新組長選出について

3月 21日 (土 )に午後 2時から新組長

会議が予定されています。各組の新組

長は2月 中に決定できるようにご協

力ください。

(総務部)

●自治会費納入のお孝Lと お願い

後期分の自治会費及び防犯防災費の

納入、ありがとうございました。自治

会の活動は皆様の会費で運営されて

おり、防イE防災費は全員以外の方にも

ご負担いただいております。納入がま

だの方は自治会館に直接お持ちにな

るか、指定回座にお振込みください。

(会計)

住みよい爾柴を目指して、西柴団地住民の皆

様に有用なf― Eを しています。

より良いホームページを目指して、皆様のご

意見ご要望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://nish:shiba.p‐ kit.com
または、TIIのメールアドレスまでメールを

お送りください。

nlsisiba4@yaho● .●oJp(HP運営委員会)

上映作品

受 付 数

場  所

事前申込

*詳細は、

●心肺蘇生法・AED使用法

講習会のお知らせ

AEDの操作方法および心肺蘇生法 |い

臓マッサージ等)の実技 。講習会を行い

ます。小学校高学年から受講可能です。

日  時 :2月 22日 (日 )

午後 1時 30分～3時 30分

西柴団地自治会館

全沢消防署

無料

所

導

費加

場

指

参



シリーズ防災 第 8回

要援護者支援の取り組み
(防災続幡部)

過去の大きな災害では、不幸にして生き埋めや建物などに開じ込められた人の大半が自助・共助

により助けられました。つまり、災害の被害を4/1ヽ限にするためには、地域の支え合いが重要です。

このことは本シリーズ第5回「共助」の中でもお話ししました。また災審時に、家族などの支援が

受けられず、自力での避難も困難な方の被災が多くみられたことから、そうした災害時要援護者

(※)が迅速に選難できるための支援体制を整えておくことが、とりわけ重要といわれています。

このような要援護者支援の取り組みは、対象者を把握することから始まります。西柴団地自治会

では、次の二方式で把握しています。

①要援護者ご自身 (ま たはご家族)が「助けて」カードに必要事項を記入して自治会へ提出するく

社 1北ケ式>
②区役所から個人情報を自治会に提供することをご本人へ事前通知し、構否の意思表示がなかっ

た方の名簿の提供を受けるく情報共有方式>

①の「助けて」カードには支援に必要な詳細な情報が記入されており、そのまま支援カードとし

て活用されます。②の名簿には住所、氏名、年齢、性別など限られた情報しか載っておりません成

①の手上げ方式で得られた対象者が不十分な場合に、それを補完する手がかりとして使うことが

できます。ただし②の方式では、区役所から提供された対象先を1軒 1軒訪間面接して必要な情報

を収集し、それを支援カードに起案する必要があります。

こうして把握した情報を災害時の支援活動に活かすには、日頃からの関係づくりが重要です。防

災統話部の民生委員の方々から成る援護室では、次のような平時の取り組みを通してその実現を

図ります。

①顔の見える関係づくり :日頃からの声掛け、挨拶や見守り、訪間を実施し、地域の支え合いの輸

に要援護者自身から入っていただくように心がける。

②情報の整理・収集 :要援護者情報の整理や団地内の危険個所などの情報の臨

③支援体制の検討 :安否確認や支援方法、情報伝達方法などを話し合い、共有しておく。

④発災時に備えての確認・副鯨 :避難ルートの確認や避難介助方法の確認・副1練

①、②については今期着手済み、③、④は来期の重要取組事項となります。

このようにして日額から十分な対策を購じておき、いざと言う時、バンダナバトロールを通じご

近所同士助け合って安否確識 救出・救護、選難誘導を実施し乗り切ることが大切です。

※注 災書時要緩購者とは、災讐から身を守るために安全な場所に選離するのに支援を要する人々 で、―般的には、高齢
者、障害者、乳幼児、妊産婦、日本語のわからない外国人などを書う。



9訂F竜よ
今月は、生涯学習西柴が持つ唯―の音楽演奏サークル「フラワー・ハーモニーの会」のご紹介

です。

この会は、15年前に結成され、毎週水曜日に練習を行っていて、「谷津坂会館」や「籠見台地

区センター」に招かれ定期的に捜奏会を開いてもいます。

昨年 12月 10日、西柴保育囲で開催されたハーモニカ演奏による恒例の「ハッピーディ・コ

ンサート」を取材しました。西柴保育園は、現在 51名の国児と22名の職員さんが在籍し、“の

びのび元気"の目標のもと、美味しい手作り給食をはじめ家庭的で明るい雰囲気の保青施設で

す。当日も皆さん楽しみにしていて下さったようで、静かに、皆で仲良く聴く姿がF「象的でした。

1曲 目の「聖者の行日 から子供たちの心をつかんだようで、曲が終わるやいなや「また、や

って 11」 「○○ちゃんのおばちゃん、アンコール !!」 の声が沸き起こり、演奏者―同もびっく

り……・・「ドレミの歌」「アンバンマンのマーチ」「クリスマスメドレー」と続くと、手拍子や身体

でリズムを取る子供たちのはしゃいだ様子も見られました。

楽器のバート説明では、肩幅ほどの長さもある大きなハーモニカの楽しい和費と悲しい和音

の違いに耳を傾け、指先に載るようなとても小さなハーモニカのしっかりした高音に、お目目を

バチクリ11手品でも見た時のようにびっくりしていました。

最後には、年長さんから歌や合奏のお礼もあり、45分ほどのコンサートは楽しい交流のひと

時でした。

CDな どで音楽を耳にする機会に憲ま

れる今日この頃ですが、生の音楽は奏で

る人の優しさや美しい心が、メロディー

と共に幼い子供たちの心に泌み込んでい

くのだということを間近に見られた 1日

でした。拍手に送られて退場される背中

:ま 凛々しくて、取材している私も誇らし

く感じました。

(広報部)
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●してきり,囀に,性ポリンテ
ィア穴麟燿です。―編に雷臓0マみませんか?
露購 月ホ食1● :00～12:∞  ■LaFAX1 701・ 5030

◎ふれあい餞精菫 (参加費 100円 )13:30～ 15:00 ◎ふれあいキッズ
*2月 13日 (金 )

*2月 27日 (金 )

◎ふれあい編欄 13:00～

*2月 10日 (火 )

～未就園児と保議者の楽しい広場～
10:00～ 12:00

*2月 2日 (月 )

豆まき ,読み闘かせ 。手遊び・歌
*2月 9日 (月 )

*2月 16日 (月 )競子体操
*2月 23日 (月 )お誕生日会

※ふれあい談稲室、ふれあい昼食会にご参力1時 、送迎致します。ご希望の方はお申し付けください。

◎賛助会農募集中です。


