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☆☆≡荒 屋 団 地 夏 ま つ り≡☆☆ 
         第４２回納涼盆踊り大会は８月１８日（土）に開催 
     よさこい「葵舞龍神」の皆さんと一緒に高知よさこい踊りを楽しみましょう！ 
      
     今年で４２回目を迎える町会恒例の納涼盆踊り大会は、皆様方のご支援とご協力の積み重ねがあっ

て、町会の伝統的な行事として定着しておりますが、今年も例年に劣らない盆踊りを開催できる運び

となり、深く感謝いたしております。 
盆踊り大会の詳細につきましては別途チラシでご案内しますが、イベントでは今回で３回目となる

よさこい「葵舞龍神」の皆さんによる、迫力ある演舞を再び繰り広げて本大会を盛り上げたいと考え

ております。なお、今回は特に高知よさこい踊りを参加者全員で楽しめる企画をしていますので、ど

うぞご期待ください。 
当日、会場（児童公園）周辺の方々には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のうえご協力を

賜りますようお願い申し上げます。 
なお、踊りの練習日を下記のとおり設定しておりますので、多くの皆さん方のご参加をお待ちして

おります。 
また、練習日当日に踊り手さんの浴衣を配付しますが、詳細については別紙を参照してください。 
 

             記 
練習日  ８月１６日、１７日の２日間 
場  所 町会集会所一階 
時間帯  午後７時から８時３０分まで（子供会） 

                       午後８時から９時００分まで（一  般）  
                  講  師 中山綾子先生 

 
２ 夏の地域安全活動にご協力ください 
  車上狙い（カーナビ専門）や侵入盗の被害が続出しています 

 
   昨年に続き全国各地で幼児を狙った凶悪犯罪が多発し、荒屋団地内でも児童引き回しや声かけ事件 
が発生して地域住民を不安に陥れる事件が発生しています。 
また、荒屋団地内で侵入盗二件、車上狙い六件が発生しております。これらは八号線に近い住宅や 
店舗、アパートをターゲットにした短時間に大胆な手口の犯行であり、再犯の可能性が大きいと考え 
られますので十分ご注意ください。 
これから本格的な暑さに向かう折、家も開放的になり、青少年の夜遊びも多くなります。 
犯罪を未然に防止するため、防犯委員等による昼夜間パトロールも実施していきますが、皆さん方 
も挙動不審者や車を発見した場合は、できるだけ早く交番（千木交番 257-1386）へ通報するようご協 
力ください。 

                
３ ちゃりんこ・わんわんパトロール隊の隊員募集に２１名の皆さんが応募されました 
総勢７３名の隊員となり防犯活動に貢献されています ご協力ありがとうございました 
 
昨年度に立ち上げたちゃりんこ・わんわんパトロール隊の組織強化の一環として、今年度も再募集 
した結果、ちゃりんこ９名・ウオーキングわんわん１２名の隊員登録にご協力いただくことができま 
した。 
ご存じのとおり、当地域は侵入盗や車上狙いが続発しており、児童の引き回し事件も発生したこと 
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から、安心・安全な地域づくりのため住民が一致協力して防犯活動と取り組む必要性が高まっていま 
す。 
 このことから、隊員の新規申込みは随時受け付けしておりますので、一人でも多くパトロール隊に  
参加されますようお願いいたします。 

 
４  荒屋団地ネットサークルの会員募集について  

昨年度に立ち上げた荒屋団地ネットサークルは、７月で１周年を迎え、会員も２７名を擁する組織

に成長しました。 
活動状況は、毎月２回（奇数週の土曜日）定例会を実施しパソコン初心者の講習や、ホームページ

の製作更新作業、会員相互の情報交換、町会活動に関する情報を会員全員に即日配信するなど、親睦

を図りながら地域のコミュニティ強化の一環に貢献しているところです。 
ネットサークルの目的は地域住民のコミュニティ機能を果たすことと、これから加速度的に増える 
高齢者世帯のサポートに役立つことにあります。 
メールのできる方やこれからパソコンをしてみたい方は随時会員に加入できますので、趣旨のご理

解を賜り会員加入を是非ともご検討され事務局（中屋）までお申し出下さい。 
 

５ 千坂校下ソフトボール大会、グラウンドゴルフ大会の町会代表選手の皆さんが大健闘！ 
出場選手の皆さん、応援の皆さん、ありがとうございました 

 
５月１３日(日)開催のソフトボール大会は、１９町会２１チームが出場し、当町会チームは１回戦
ニュー金市町会と対戦し、１２：７で２回戦に勝ち進み、千坂団地Ａチームと対戦した結果、８：８

の同点引き分けとなりジャンケンで勝敗を争いましたが、残念ながら３回戦進出は成りませんでした。 
また、６月１０日（日）開催のグラウンドゴルフ大会は、４６チーム１８４名が参加し、町会の名

誉をかけた熱戦が繰り広げられました。当町会は３チーム１２名の選手の皆さんが大健闘されました。 
今回は松田行雄さん（2班）が３回のホールインワンを成し遂げられ、見事４位に入賞されたほか、
土居本ご夫妻ともども（9班）のホールインワン、小谷内福寿会々長（14班）が日頃の練習成果を遺 
憾なく発揮され、１１８名のうち１８位の好成績を収められたことなどが特筆されます。 
ソフトボール大会、グラウンドゴルフ大会各出場選手の皆さん、応援の皆さん、ありがとうござい 
ました。 
７月１日（日）開催のバレーボール大会は、参加者募集の結果、参加希望者がいないため７年連続

の不参加となってしまいました。来年は荒屋団地町会の汚名挽回のため、勝敗はともかく出場だけは

果たしたいと考えていますので、皆さんのご協力をお願いいたします。 
 

６ マルハン金沢福久店新築工事計画の対応について 
 
   のと金剛跡地において計画が進められている、マルハン金沢福久店（パチンコ店）の地元説明会が

３回にわたって行われました。町会は第１回説明会で、生活道路に結節する出入口設置に絶対反対を

表明し、８号線沿いに出入口を設置するよう要望しましたが、第２回目の説明会では、地元要望を全

く無視した計画を口頭で示し、説明会出席者からマルハンの公言している企業憲章にほど遠い、地元

住民の生活破壊を省みない横柄な態度を鋭く糾弾する意見が続出しました。 
７月１１日開催された第３回目の説明会では、生活道路の出入口設置を取り下げ、県道側に２カ所

設置する計画案が提示されました。これについても８号線からのアプローチが無く、付近の生活道路

の交通量が激増することが予測されるため、マルハンに計画見直しを迫る意見が続出しました。 
これに対しマルハンは、７月下旬には工事着工とする計画を粛々と進めることを表明し、地元要望

は町会がまとめて提出するよう要求があったので、急遽、要望書案を作成し、７月１４日開催した臨

時役員会で原案どおりとすることを決定、７月１７日金沢市都市計画課に写しを提出して説明会の経

緯と地元の意思を説明しました。 
金沢市都市計画課では、条例に基づき、地元要望に沿うよう事業者を指導する旨の返答があり、１

８日マルハン社長あてに別紙のとおり要望書を郵送しました。 
本要望書の概要は、国道８号線からの出入口設置の見通しが明らかになるまで工事着工を見合わせ、



国道側１カ所、県道側１カ所の出入口を設置し、工事着工の際は事故防止に万全の体制を図り、営業

開始後は環境保全に留意し、これに関する協議窓口を設置すると共に、相互に調印した協議書を作成

し誠実な履行を求める内容としています。 
町会は今後とも生活を脅かす計画には、断固反対を貫く姿勢を堅持していきますので、皆さんのご 
支援とご協力をお願いいたします。 

 
７ ごみ出しマナーや、犬の飼い主としてのマナーが低下しています  

ひとり一人の心掛けできれいな街を守りましょう 
 

資源ごみの収集日に布団やゴザが出されたり、びんの日に生ごみが出されたりと、常識では考えら

れない違反ごみを平然と置いて行かれることが多発するようになりました。原因は分別がめんどう、

知らんぷりして出しとけば、どうせ当番が何とかしてくれるだろう、という考えの人（高齢者に多く

見られるようです）が増えてきました。 
そんな人の出した違反ごみの横に、これ幸いとばかり、違反ごみを置いていく人が必ず現れます。 
ごみ出しの社会モラル、マナーの低下は地域社会に対する敵対行為に他なりません。このような違

反者は許すことはできません。 
先月上旬から中旬にかけて、南小公園の燃やすごみ収集日に、ネットからはみ出た生ごみをカラス

があさり、二度も道路周辺が悲惨な状態となりました。東部管理センターから、町会にマナーの指導

を徹底するよう要請があったので現場を調査したところ、こころない人により再びネットの縁に乗せ

た状態の生ごみがありました。 
   それも、ネット２枚、ブルーシートを２枚に増やしたのに関わらず、ネットの傍に置いてありまし

た。これは、毎回同一人物による行為に違いありません。これに限らず、町会は必ず違反者を特定し

ます。その場合、町会管理のごみ置き場の当番を１ヶ月間行うこととする通告を行い、氏名を回覧で

公表しますのでご承知ください。 
  ◎ 公園内ごみ篭の撤去について 
   児童公園に据え付けのごみ篭内に、同一人物と見られる人により生ごみの投棄が続いたことから、

付近の住民が始末を続けるのに限界を感じ、町会に善処するよう要請がありました。 
   これについて役員会で対応を協議した結果、公園管理者（金沢市）に団地内の公園に設置されてい

る全てのごみ篭の撤去要請をすることを決定し、公園管理者にその旨を伝えたところ、これを受け入

れ、６月下旬に撤去されましたのでご周知ください。 
  ◎ 犬の飼い主としてのマナー低下について 
   最近になって、犬の散歩する人のマナー低下により、始末しない糞があちこちにみられるようにな 
ったことから、町会に苦情が持ち込まれるようになりました。 
 シャベルを持っているが袋を持たず、糞は側溝に放り込む行為や、全く糞の処理をする気持ちが無 
く、そのまま放置していく人があります。地域住民の迷惑を省みないそのような人には、犬を飼う資 
格がありません。即刻、犬の処分をしてくださるようお願いいたします。 

    

８  集会所改築プロジェクト第２回検討委員会が開催され、基本計画案が審議されました 
 
６月２３日開催の第２回検討委員会において、現在位置で改築する場合の基本計画Ａ案とＢ案の２ 
案が提示され、計画図面に基づき活発な意見が交わされました。その結果、計画案はＡ案を採用し、

さらに具体化を進めることで意見が一致しました。 
基本計画案の設計条件として、①駐車スペースを確保、②法規制がクリアできる最大限の建物、③

エレベーターの設置、④多目的ルームの設置等を念頭に置いて設計されたことの報告がありました。 
設計概要と検討委員会の主な意見 
建物基本構造：鉄骨造３階建て 
１階  
・駐車場と併設の駐輪場は不要・玄関横の物入れは事務室に変更する・男性用トイレは女性も利用

可能とする  
２階 



・調理台の据え付け方向を再検討・調理場と和室の配置は基本的に問題はない・物入れが少ないの

で階段下スペースを利用できないか、階段位置形状についても再検討・掃除用具の格納場所が必要 
・冷蔵庫のスペースが必要 
３階 
・パソコン等の据え付け場所を検討する・掃除用具の格納場所が必要・階段踊り場スペースにトイ

レができないか検討 
その他 
・地質調査を実施し基礎形態（杭基礎、べた基礎等）を見極める必要がある 
・建築工事費の概算額が４，２５０万円と見込まれることについて、実施設計で使用材料を吟味し

て工事費の節減を図る・できるだけ早期の実現を図るよう検討すると同時に、広く協力金を募集す

ることも検討が必要（参考：1戸当たり納入済み現在高 15年×500円/月×12ヶ月＝90,000円／戸） 
  土地所有者（石川県勤労者住宅生活協同組合）に対する同意取り付けについて 

第２回検討委員会により審議された基本計画案に基づき計画を進めるため、町会は土地所有者の同

意が必須条件となるため、６月２８日土地所有者と下記について協議しました。 
①土地の貸借関係について：経年により貸借関係を示す資料がない 
②改築計画について：理事会に諮るが、基本的には計画を妨げることにはならない 
③土地の取り扱いについて：町会が法人であれば、土地を無償譲渡とすることを検討する 
 

   以上により今後は、①検討委員会は次回委員会までに基本計画案を見直し、②実施設計の外注委託

を行い、③それに基づく概算工事費を算定して④資金計画を具体的に行い⑤完成時期を決定し⑥工事

着工する 
  以上の作業フローで進めることとしますので、よろしくご協力いただきますようお願いいたします。 

 ９ 転入のお知らせ 
   森下 章さん（ｲ-174  3班）、桜子さん（ｲ-187 ６班）、石崎 和子さん（ｲ 5-9  12班）の皆さんが
転入されました。今後よろしくお願いいたします。 

 
町会の動き（４月～６月） 

（４月） 
  ４月  ５日 下水道接続協力要請文書郵送 

 ５日 荒屋町地内雨水排水調整池の危険防止について（依頼）･･･金沢市内水整備課 
               ７日 柳瀬川架橋道路結節供用開始（渡り初め） 
               ７日 違反ごみ警告文書回覧 
          ８日 千坂校下防犯委員会総会 

  ８日 県議会議員選挙（17班・谷内律夫氏当選） 
  ９日 能登半島地震災害義援金募集について回覧 
 １１日 千坂校下町会連合会会計監査実施 

         １２日 千坂公民館振興協力会 

         １４日  第４回悠々サロン開催 

         １５日  福寿会総会 

                 １６日 町会だより№１５９号発行 

         １６日  団地内空き巣にご用心 文書緊急回覧 

                 ２１日 ネットサークル定例会 

         ２２日 子ども会育成委員との懇談会 

         ２２日 荒屋団地町会ホームページアップロード 

         ２３日 悠々サロン スタッフ打合会 

         ２４日 荒屋団地町会ホームページの公開について 文書回覧 

         ２５日 千坂校下自主防災会総会・町会連合会総会 

         ２６日 ご用心！「空き巣狙い」が続発中 文書回覧 

         ２６日 能登半島地震災害義援金公民館事務局納付（231件 260,985円） 



２６日  側溝泥上げ用土のう袋700枚配付 

                 ２８日 第4回定例役員会 

 （５月） 
       ５月 ２日 千坂公民館運営審議会 
          ３日  違反ごみ調査、違反者特定 
                   ３日 福寿会４役会 
          ４日 違反ごみ文書回覧 
         １０日  千坂校下青少年健全育成協議会総会 
                 １１日 千坂校下社会福祉協議会第24回通常総会 
         １２日 町会だより№１６０号発行 
         １３日 千坂校下町会対抗ソフトボール大会 
         １８日 千坂校下諸団体連絡協議会総会 
         １８日 パソコン、プリンター等運搬据付 
         １９日 ネットサークル定例会 
         ２０日 一斉美化ディ（側溝泥上げ） 
         ２２日 マルハン金沢福久店開発計画について周辺調査 

         ２３日 マルハン金沢福久店開発計画について都市計画課から対応の問い合わせ 

         ２３日 内水整備課へ調整池安全対策について要請 

         ２３日 悠々サロンボランティアスタッフ打合会 

２４日 赤十字事業活動資金 締め切り220件 143,010円納付（後日通知による） 
         ２４日 千坂校下諸団体連絡協議会顔合わせ会 

         ２６日 子供会太鼓行列 

         ２６日 第５回定例役員会 

         ２７日 福寿会第1回役員会 

         ２８日 緑の募金10,200円 納付 

（６月） 
      ６月 ２日 ネットサークル定例会 
           ５日 荒屋団地居住の女児連れ回し事件発生→保護者の連携プレイで犯人逮捕 
           ７日 パチンコ店開発計画地元説明会 31名出席 (株)マルハンへ要望書手交 
           ８日 千坂校下健康推進連絡会 第1回健康推進委員会 ３名出席 
           ８日 第２回パチンコ店開発計画地元説明会について回覧文書発行 
          １０日 第１１回千坂校下町会対抗グラウンドゴルフ大会 ３チーム出場 
          １２日 第２回パチンコ店開発計画地元説明会開催延期について回覧文書発行 
          １５日 ヤミ金融看板１０カ所取り付けの報告を受け北電へ撤去依頼 
          １６日 第５回悠々サロン開催 
          １６日 ネットサークル定例会 
          １８日 第２回パチンコ店開発計画地元説明会開催について回覧文書発行 
          ２１日 南小公園用カラスネット配付要請（金沢市東部管理センター）ブルーシート購入 
          ２１日 南森本町に荒屋団地住民あてのハガキ2枚入りの違反ごみが置かれ森本交番届出 
           ２２日 千坂校下町会連合会第1回定例会 
          ２３日 第２回集会所改築プロジェクト検討委員会 基本計画図提示 意見多数あり 
          ２３日 金沢東警察署森本交番へいやがらせについて説明 
          ２３日 町会ホームページの更新 
          ２６日 嫌がらせ違反ごみ犯行者特定･警察官と同行し謝罪の旨を受報 
          ２８日 集会所改築計画について勤住協と協議 
          ２８日 第２回パチンコ店開発計画地元説明会 
          ３０日 第６回定例役員会 
            
 
 



別紙－１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別紙－２ 

浴衣の配布に関するお知らせ       担当副会長 １０班 小林照子               

いよいよ「盆踊り」も間近になりました。 
「浴衣」を配布しますので、班長さん、もしくは、浴衣を着ていただける方に練習かたがた、浴衣のサ    
イズを合わせに来ていただきたいと思います。（なるべく、ご希望にあわせたいと思っておりますが、そ     
れぞれ枚数に限りがありますので、来ていただいた順にお渡ししますのでご了承下さい。） 
練習日は、１６，１７日の７時から９時になっておりますので、その日の時間内にお越しください。 
なお、「着付け」を依頼される方（既に依頼されている方は結構です）は、あらかじめご連絡ください 
ますよう宜しくお願い致します。（１０班小林 TEL257-2359まで） 
着付け時間 当日５時半より順番に着せていただきますので、準備をしてお待ち下さい。 
着付けをしてくださる方に、ご迷惑がかからないよう、時間厳守にてお願い致します。 
着付けに必要な物、腰紐２本、タオル 1～２本、帯板（ボール紙代用でも可）、コーリンベルト（ゴム 
のベルト）１本です。 
 
以上、宜しくお願い致します。 

************************************************************** 
町会対抗ソフトボール大会の一コマ         町会代表選手の皆さん 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
町会対抗グラウンドゴルフ大会の一コマ       

                       

 土居本健二さんのホールインワンショット    始球式で田中展郎市議がホールインワン 


