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千坂校下文化祭・健康フェアが盛大に開催され終日の賑わい 
当町会から 3名の方の功績が讃えられ、壇上で晴れやかに受賞！ 

 

第３０回千坂校下文化祭が１０月２８日(日) 
に「築こう 千坂の里に 健康社会 ～安全・安心 
で 地域の輪～」をテーマに、千坂小学校体育館 
・ピロティを「文化ゾーン」、公民館を「健康ゾ 
ーン＝健康フェア」を会場に盛大に開催され、 
秋晴れの爽やかな日であったため参集者の出足 
が順調で、終日大勢の人たちで賑わいました。 

         式典では、文化・体育で顕著な功績のあった 
個人（１８名）と団体（５団体）、及び善行青少 
年（2名）、健全育成標語の入選者(12名)がそれ 
ぞれ表彰されました。 
 当町会からは次の方々が受賞されました。 
 

■文化功労者表彰    儘田 喜芳さん(12 班） 
平成３年から平成８年までの５年間、荒屋団地町会長として卓越した指導力と行動力を発揮され地域発展 
に多大な功績を残されるとともに、平成１０年から１９年までの９年間、福寿会会長として地域高齢者の健 
康・福祉・相互扶助の向上発展に尽力、通算１４年の長きにわたり地域社会に多大な貢献をされた。 
■文化奨励賞表彰    木村 純子さん(５班) 

表彰歴 平成１８年８月  第 35回絵画陶芸展 佳作 
     平成１８年 11月 第 56回石川県勤労者美術展 佳作 
     平成１９年６月  第 56回北国アマチュア美術展 最高賞 
     平成１９年９月  第 69回一水会展 入選 
 平成 17年から勤務のかたわら、趣味として洋画を描き始めたところ天性の素質が開花し初出品が佳作と 
なる優秀な成績を収め、次の作品も佳作となり、北国アマチュア美術展では最高賞受賞の栄誉に輝いた。 
本年の第 69回一水会展でも初入選の栄誉を得られた。 

■体育功労者表彰   井波 奈津美さん(12 班)  

平成 19年度全日本ジュニアテニス選手権石川県大会 Ｕ14女子ダブルス 優勝 
     平成 19年度石川県中学生テニス選手権大会 女子ダブルス 優勝 
  なお、表彰式に続き儘田喜芳さんが受賞者を代表してお礼のことばを述べられました。  

 当町会は昨年4名に続き本年3名と各分野に優れた多くの人材を輩出し、それぞれの皆さんが受賞の栄誉 

に輝いておられることは町会の誇りでもあります。 

皆さんおめでとうございます。 
 

２  平成 1９年度千坂校下成人式について 
金沢市に住民登録のある方には１１月初旬に往復ハガキで案内 

ホームページ URL http://www2.spacelan.ne.jp/ ãrayadanti/ 
メールアドレス      arayadanti@m2.spacelan.ne.jp 

写真は左から儘田さん、平石公民館長、井波さん、木村さん。

 



平成１９年度千坂校下成人式は、平成２０年１月１３日(日)、午後１時から金沢市文化ホールで行わ 
れます。住民登録に基づく当町会の該当者は１０名（男 3名・女 7名）ですが、一時帰省されて出席 
をご希望の方は千坂公民館へお申し込み下さい。 

 
３ 満を持して臨んだ千坂校下社会体育大会は無情の雨 

代表選手の皆さん、応援に行かれた皆さん、ありがとうございました 
                   
                      千坂校下第５４回社会体育大会は、9月３０日 

（日）小雨にも関わらず、２３町会１２チーム 
のテントが列びましたが、雨のため開会式が 30 
分ほど遅れて開始されました。 
 その後、優勝旗等を返還してから各町会代表 
者が集合して本大会を中止とするか、続行する 
かを協議した結果、開催とすることを決定しま 
した。 
 しかし一部の競技を開始しましたが、雨脚は 
強く町会対抗競技の総合リレーはジャンケンで 
競うこととなりましたが、善戦むなしく 2回戦
で敗退となりました。 

   今年こそ優勝しようと、子供会・青年部の皆さんと 1ヶ月前から代表選手選考に取り組み、最強の 
選手陣を確保して臨んだ本大会でしたが、その力量を寸分も発揮する機会が消滅してしまい、非常に 
むなしい思いをしました。その一方、本大会の参加希望者は例年を大幅に上回り、幼児から高齢者を 
含め 128名の多きに達しました。その殆どの方が雨を突いて来場され、テントの中はにわか社交場と 
なり、またとない交流が深まりました。「綱引きを楽しみにしていたのに」という声が印象的でした。 
皆さん、ありがとうございました。 

  
４ 高齢者の社会交流の場「荒屋悠々サロン」が発足 1周年 

内容も充実し、毎回参加者から好評を重ねています  
 

高齢者の社会交流促進を図るため、荒屋地域サロンが昨年 9月に発足し 1周年を迎えました。 
スタッフの皆さんの努力により、回を重ねる毎に内容が向上しており、参加者から好評を得て７回 
の開催を数えました。 
また、10月から健康クラブが発足し、毎週水曜日に体操を実施することになりました。 
町会はコミュニティ強化の一環として全面的にバックアップを行っているところですが、年齢を問 
わず参加できますので積極的に参加されますようお勧めします。 

 
５ 荒屋団地ネットサークルも発足 1周年 

メールアドレスのお持ちの方の積極的な加入登録をお願いいたします 
 

     昨年 7月に発足した荒屋団地ネットサークルは、現在２８名の会員により毎月 2回の定例会を開催
し、パソコン操作の指導やホームページの更新作業のほか、和やかな雰囲気で会員相互の親睦を図っ

ています。 
     また、事務局から会員の皆さんに、町会行事や町内外の事件等について、スピーディに一斉配信し 

ています。この優れたシステムに登録するだけでも結構ですから、皆さんの加入をお待ちしています。 

雨天にもかかわらず、大勢の皆さんが応援に参加されました 
 



６ 第 3回集会所改築プロジェクト検討委員会が開催されました 
 

去る９月２２日（土）、第３回集会所改築プロジェクト検討委員会が開催されました。 

    審議概要は次のとおりです。 

１．建物レイアウトの見直しについて 
    前回の委員会で意見が出された各階の設計見直しを踏まえた平面略図が提示され、それを叩き台に 
して修正意見が出され、実施設計に反映していくことになりました。 
１階：収納スペースを広く取るため、本案は階段の位置形状を螺旋式としたが、西川委員の意見によ 

り螺旋式を取りやめさらに検討が必要になりました。（２階々段も同） 
       事務室と玄関の境にカウンターを設置・玄関右横収納部分にトロフィー等の飾り棚を設置・ト 

イレ前洗面台を湯沸かし場に変更・ホール右側下足棚上部に掲示板を設置 
２階：流し台は学校等の調理実習用とし、熱源は電力方式を採用する・和室収納室のうち道路側を床 

の間様式を検討する・茶道練習用の炉は流派により位置が異なるため設置しない 
３階：トイレの設置が可能か検討する 

       パソコン、プリンター等のＩＴ機器設置をバルコニー側と考える 
       プロジェクター用スクリーンをバルコニー側に設置し、窓ガラスの中央部を壁に変更する 
その他：階段は基準幅を満たしていないので、行政当局へ町会長の基準緩和願い書の提出が必要 

         地質調査を早急に実施するため、見積もり（三社）を徴収する 
         工事費の節減と協力金募集を検討していく 
２．土地所有者の同意取り付けについて 

    ６月２８日、勤住協と協議し、後日電話連絡で同意の意向が表明された 
    土地は無償譲渡の方向で検討している 
     ３．今後の進め方について 
    計画工程を見直し、完成を平成２２年々度末を提示したが、通常より間延び工程だとの指摘があっ 

たものの、資金調達の面で短縮が困難と説明 
    町会は１２月末残高を調査し、平成２１年々度末累計額の推定、特別基金残高推定を調査して工期 

短縮の可能性を調査する 
    補助金申請の時期が決まっているため、設計について市民参画課と早急に協議が必要 
    意見として、協力金募集は、設計図面が決定していないと応募者の反応が悪くなる 
  

概要は以上ですが、金調達方法（協力金募集・銀行借り入れ）についてさらに検討が必要なことか 
ら、次回検討委員会で審議することとなりました。 

   また、新築建物の名称について、皆さんのご意見を反映したものとするため、近日中にアンケート 
  調査を実施しますのでよろしくご協力をお願いいたします。なお、本調査に併せて防犯パトロールに 
  ついてのアンケート調査を実施しますので、これもご協力くださるようお願いいたします。 
 
７ 転入のお知らせ 

 
次の 2世帯の方が転入されました。今後よろしくお願いいたします。 

    道林 勝さん（14班 ロ20-5） 

    平山りょう子さん（6班 ロ233） 

 
 



町会の動き（７月～９月） 
（７月） 

 １日 パチンコ店開発計画第３回地元説明会開催について 回覧文書発行   
 １日 第 43回千坂校下町会対抗バレーボール大会（7回連続不参加） 
 １日 健康推進委員研修会（金沢市保健所・12班 西川エミ子さん出席）  
  ６日 連続車上狙い被害発生 緊急回覧    
  ７日  ネットサークル定例会 
１１日 騒音・異臭の善処方依頼（6班鈴木班長） 
    ・蓮の駐車場で深夜、帰り客の話し声が大きい 
    ・蓮の調理に伴う臭いが迷惑 
    ・桜子の深夜のカラオケが騒がしい 
    ・同箇所２階アパート住人の話し声が騒がしい 
１１日 燃やさないごみ４分別表示板が不明 
    ・南小公園用 ライター、埋立の２枚（６班々長届出） 
    ・１３班用水 スプレー缶の１枚    （９班々長届出）      
１１日 パチンコ店第３回地元説明会 
１２日 パチンコ店開発計画について金沢市都市計画課と打ち合わせ 
１４日 第 1回臨時役員会 

     １７日  パチンコ店開発計画要望書について金沢市都市計画課と打ち合わせ   
     １８日 11班蓮田通学時間帯の消毒作業について苦情→金沢市農業センター善処要請 
     １９日 金沢市農業センターから消毒作業について耕作者（弥勒町三浦修一）に指導の連絡 
         １９日 6班々長要請の蓮・桜子・アパート会話の苦情処理→オーナーへ文書郵送    
         ２１日 悠々サロン・ネットサークル定例会・福久南町会盆踊り大会祝儀贈呈 
        ２２日 臨時役員会 
         ２７日 盆踊りチラシ印刷（公民館）                        
        ２７日 千坂校下連合町会役員会：臨時出席要請あり                    
         ２８日 第７回定例役員会                                  
         ２９日 防犯研修会（千坂公民館 PM7:00～8:30）          
       29/30日 福寿会研修旅行（和倉・羽咋）               

 
（8月） 

４日  千坂校下盆踊り大会祝儀贈呈                                                          
      ４日  ネットサークル定例会                                                        
      ５日  児童公園草刈り AM7:30～                                                      
           ５日  夏祭り拡大実行委員会 PM7:30～                                                
           ８日  のと金剛跡地準備工事・除草を 9日施工の案内                                   
          ８日  パチンコ店新築工事を 17日着工の案内があり要望書無回答につき承諾拒否と返答    
           ８日  金沢市都市計画課へ要望無視の問題について善処を要望 
          ８日  盆踊り大会について青年部と打ち合わせ協力依頼                          
           ９日  違反ごみ（テレビ、ゴザ、絨毯）の回覧文書発行                                
         １０日  複数の住民から早朝 7時から工事開始、生活道路側に通路設置の工事等について苦情                                                                     
         １０日  金沢市都市計画課へ現場状況と要望書無視の動きについて報告                   
         １１日  金沢市都市計画課から条例違反に該当するとマルハン、朝日建装に警告した旨連絡を受け 

  １２日  マルハン、朝日建装から回答書受け                                           
         １２日  第 4回臨時役員会                                                            
         １４日  金沢市都市計画課と回答書について協議                                
       16･17日 踊りの練習（集会所）                                                   
         １８日  第 42回納涼盆踊り大会                                                 
         １９日  後片付け、反省会（18:30～）                                          
         ２２日  マルハン回答書説明会 



         ２４日  マルハン覚書押印文書受領                                                    
         ２６日  第 8回定例役員会                                                            

 
（９月） 

 １日 ネットサークル定例会 PM7:30～ 
          ２日 第 54回社会体育大会出場選手選考委員会（町会・青年部・子供会）PM1:30～ 
          ２日  第 11回千坂校下防災訓練「防災対策研修会」公民館 PM7:00～  
           ３日  盆踊り大会収支決算報告（亀井副会長）                                      
         １０日 町会だより№１６２号発行                                                  
         １４日  第 54回社会体育大会競技説明会・抽選会:公民館 PM7:30～                        
        １５日  悠々サロン（創設 1周年記念）PM1:30～・ネットサークル定例会 PM7:30～          
        １５日  悠々サロン健康クラブ創設と会員募集回覧          
         １６日 高齢世帯（７０才以上）饅頭配付                                                          
         １６日 地域どきどきコンサート:千坂公民館 PM2:00～                                
        １８日 南小公園プラタナス剪定依頼:緑と花の課 前田技師                            
        ２２日  第 3回集会所改築検討委員会                                                  
         ２３日 文化・体育功労者等表彰について候補者調査                                   
         ２５日  第 54回社会体育大会参加者募集締め切り:128名参加申込み                       
         ２８日  11班と 12班境界沿い用水路の堆積土砂調査 10cm以下につき清掃見合わせ:内水整備課    
         ２９日  第 9回定例役員会                                                            
         ３０日 第 54回社会体育大会                                                   

 
文化祭表彰式の模様 

       儘田喜芳さん(12班)                   木村純子さん（5班） 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      井波奈津美さん(12班)           千坂小学校合唱団「ドリーム」の合唱：「もみじ」ほか 

                        


