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書の足書が聞こえる街、西柴

2月度定例本部会報告 側韻 :2月 21日 )

◆会長挨拶

本日ご出席の多くの方にとりまして|よ、

あと2カ 月余りの任期となりました。皆

さんには自治会活動に大変なご尽力を

いただき心よりお率L申 し上げます。

ところでこの残り期間には重要な案件

があります。それは皆様方の後任者を決

定いただくことです。組長、プロック長、

部長は自治会運営の基幹であり、その人

たちにより支えられております。以前も

お願いしたことでありますが、どうかご

関係者とよくお話し合いをされ、後任者

をお決めいただくよう重ねてお願いい

たします。

高齢化でどうしても任を果たせない人、

出産直後で時間を811け ない人などに無

理強いをしないで柔軟な選出をしてく

ださい。組長の選出には特に注意を払っ

てください。どうしても諸事情で難航す

る場合は私たち役員にご相談ください。

以上よろしくお願いいたします。

◆議案

1)自治会館の精密診断・耐震補強エ

業者の選定及び耐震補強工事等の

推進について

自治会館の耐震性について 平成

27年 1月 7日 付け一般診断法に

よる耐震診断報告書で「震度 6強

以上で倒壊する可能性が高い」と

の評価を受けた。今後、業者を選定

し、精密診断を実施の上耐震補強

工事を推進する。

また同時に、外壁 。屋根の塗装お

よび雨樋補修を実施する。

なお、工事は市の補助金認可後、平

成 28年度の予定。

承認

2)防災統括部予算の執行について

バンダナパ トロール用「バンダナ」

全プロック補充配布のため

数量 :500枚

金額 :¥204,984(税 込)を執行する。

承認

◆協議事項

1)平成 27年度総会議案書第一次案

(収支報告書 収支予算書を除く)に

ついて

会長より平成26年度事業報告と平

成27年度事業計画の説明があり、

質疑応答が行われた。



◆「自治会館を考える特月1委員会」答申書

下記の答申書が提出されました。

①現段階では第2会館の建設は見送

り、利用時間帯の事前調整や外部施

設 (文庫幼稚園、地区センターなど)

の利用を促進する。

②手持ちの会館再建積立金は、必要に

応じて現会館の耐震性強化・防

`E防災対策・住民の利便性向上対策

などの費用へ転用可能となるよう

な費目の検討が必要である。

③第一公l■l隣地に保有する土地は、当

面は現状のままとするが、将来の売

却処分の方針を明確にし、会館建替

え費用、今後必要とされる分野のた

めの予備資産とする。

④さらに高齢化が進むことを考慮し、

行政の方針を動案しつつ、本住宅地

の街づくりの将来像を早急に検討

することを提唱する。

●「空き巣・振り込め酢欺」に

通わないための講習会

日  時 :3月 7日 (土 )

午後 2時～3時 30分

所 :西柴団地自治会館 1階

容 :泥棒被害の体験談

警察署から

①空き巣対策、泥棒から身

を守る方法

②振込め昨欺の防止策

(防犯部)

●「災書時の食事」講習会

講座内容 :災害時に役立つ食材・日頃
から心がけること。最低限必要な食に

関する物品・非常食試食会

3月 2日 (月 )

午後 1時 30分～3時 30分

西柴団地自治会館 1階

無料 (試食あります)

各 50名

西柴団地福祉サービス

奮701‐5080(10時 ～12時 )

*定員となり次第締め切ります。

*送迎希望の方はお申し出ください。

(福祉サービス。生活サポート部)

のご案内

3月 15日 (日 )

午前10時～/午後 2時～

「旭山動物園物語
ベンギンが空をとぷ」

監督 :マ キノ (津,:|)雅彦

主演 :囲日敏行

各 40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。

場  所

参 カロ費

定  員

申し込み

受 付 数

場  所

事前申込
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●組長会議のお知らせ

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。

欠席される場合は、代理の方の出席を

お願いします。

(総務部)



シリーズ防災 第 9回

災害発生時の備えとしての

防災資機材準備状況について
{防災続播部)

災害発生時に備え西柴団地自治会が準備している防災資機材には、次の通り「自治会予算で準備

しているもの」と「横浜市予算で準備しているものJがあります。

◆自治会予算で準備しているもの

前年度までは避難活動に重点を置き、①「も`っときの避難場所」の標記板設置 (5カ所、ただし

本年度3カ所に見直し)、 ②自治会役員、プロック長、組長への選難時グッズ (ヘルメット等約 130

セット)の支給、③災害救助チーム員への活動グッズ (ヘルメット、ライト等約 1∞ セット)の

支給を行ってきました。

今年度は、情報伝達活動に重点をおき、デジタルトランシーパの整備 (14セ ット)、 広報用青パ

ト車上スピーカーとアンプ (3セ ット)の整備を行っています。また、既設の消火栓ホース格納庫

(15カ所)、 AED(1セ ット)の維持管理も行っていますがk特に消火栓ホース格納箱には、ホー

ス更新、ベンキの塗り替え等の経費が掛かることもあり、災害時に有効に機能するかどうかを含め

再検討する必要があると考えています。

また、今年度よリスタートした災害時の安否確認・近所の助け合い活動「バンダナ・パトロー

ル」に必要な防災資機材の整備をプロック単位に進めていく予定にしています。

◆横浜市予算で準備しているもの

横浜市は453カ所の地域防災拠点を設置しています嶽 当自治会の地域肪災拠点である融 lヽ

学校には防災倉庫が設置され、次のような防災御機材が主に常備されています。発電機 (5台 )、 投

光機 (5台 )、 移動式炊飯器 (1台 )、 簡易 トイレ (3勘 、リヤカー 12台 )、 担架 (10台)、 エン

ジンカッター 鬱台)、 トランシ…バ (2台 )、 ラジオ 12台 )、 電話機 (1台 )、 サービスジャッキ

(5台 )。 毎年 10月 に行われる「拠点紡災澤‖練」の際に、防災倉庫の公開と各種資機材の展示・脱

明会を実施しています。なお、ここにある資機材は地域拠点の選難生活で利用するだけではなく、

西柴団地内の救出活動にも利用できます。

防災資機材の準備状況は上記の通りです瓜 tヽ くら資機材を準備しても、いざという時に使えな

くては意味がありません。善段の訓練が重要と考えています。また、防災に役に立つ物は何か皆で

考え提案し、準備しておくことも必要です。力を合わせて進めましょう。

住みよい西柴を目指して、西柴団地住民の皆様に有用な情報
発信をしています。より良いホームベージを目指して、皆様の
ご意見ご要望をお待ちしております。ホ…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‐kitECOm
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。

nisisiba4@yahooaco.ip(HP運 営委員会)



籍 
「西柴」で

観る。聞く。学ぶ 】

「源氏物語の講座」は、繁田信一先生 (神奈川大学 。東海大学講師)を お迎えして昨年に引き続
き1月 20日 (火)に開催されました。受講者は40名程で満席状態でした。

今回は末摘花の巻 (第 I回)で したが、繁田先生の軽妙な話に引き込まれ、あっという間の2
時間でした。現代では考えられない平安時代の上流社会での男女のありよう 末摘花をとりま

く女房遠や光源氏、預中将の人物像など愉しい話が満載で、会場内|ま時に笑いの渦につつまれま

した。

源氏物語は何度読んでも、聞いてもその都度新しい発見があります。参加された方々はその期

待や時代の背景、また登場人物の解釈が年齢とともに変化していくなど幅広い興味がつきない

とのことでした。末摘花の巻 |ま 2月 17日 (火 )、 さらに3月 17日 (火)に も予定されていま

す。ぜひご参加されますことをお勧めします。きっと温もりのある時の流れを満喫できると思い

ゞ
本当に千年の時

ます。

皆様よくご存知の通り、「源氏物語」は

ない作品です。

もちろん、現代では風俗・習慣等々変化していますが、人

の考え方、心の動きなど、「なるほどこういう事はある !」 と

思える事柄も多く、それらが相まって私たちを飽きさせな

いのかと思います。講師の先生はお話がとてもお上手で、枝

葉の話も大い幹と同じようにおもしろくFそ うなのか～」と

思うことが多々あります。昔、読んだことがある方、あま

り刷‖染みのなかった方、ご一緒に世界に誇る宮廷文化の世

界に遊んでみませんか……。

(生涯学習「西柴」運営委員)
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着働してみ摯せんか?
翼付 :月水會 10:00… 12:00  TELaFAX:701・ 5080

〇ふれあい餃鏑室 (参加責 100円 )13130～ 15:00
*3月 13日 (金 )

*3月 27日 (金 )

0ふ れあい昼食会 (参 加費 500円 )

*3月 20 El(金 )12,00～
Oふ れあい編物 13 ЮO～
*3月 10日 (火 )

Oふ れあいキッズ loつ o～ 12:00
～未|lt囲 児と保護者の楽 しい広場～
*3月  2日 (月 )

ひな祭り(参加費 10o円
)

読み聞かせ・手遊び・歌
*3月 9日 (月 )

*3月 16日 (月 )親子体操
*3月 23日 (月 )お誕生日会
*3月 30日 (月 )お別れ会

´■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,

0賃助会員募集中です。

新感覚の源氏物語講座

西柴団地福祉サービス ～ら、れあい事業のこ案内～


