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5 月は「赤十字運動月間」です 

赤十字の事業活動資金に皆さんのご協力をお願いします 
       
  赤十字の事業活動資金のご協力については、先に回覧した文書やパンフ等で既にご周知のことと存じ 
ますが、敢えて再掲させていただきます。 
日本赤十字社は、国際的な紛争や自然災害による被災者等を救援するとともに、国内においても災害 
救援活動をはじめ、医療・血液事業や青少年の健全育成などの事業を行っています。 
 こうした活動に必要な資金はすべて、皆さんから寄せられる善意（社費「500円以上」・寄付金）によ 
って支えられています。（社費、寄付金等の詳細についてはパンフレットをご覧ください。） 
 社資用の封筒は、別途班長さんが配布・回収に伺いますので、必要事項をご記入のうえ、必ず封をし 
てお渡しください。 
 なお、班長さんは５月２０日（火）までに班内分を取りまとめて、ブロック担当の副会長までご持参 
ください。 

 
２．平成２０年度のこども会、福寿会の役員が選出されました 

町会行事等にも積極的なご支援とご協力をお願いします 
  【こども会】 
    育 成 部 長  山本 京子 (17班・257-5508）、公民館委員 山本 尚美(17班・258-4014) 

副  部  長  竹内 雅美 ( 8班・258-2335)、杉中真佐美(1丁目・257-1742) 
【福 寿 会】 

      会 長 小谷内 久米松(14班・258-4680・再任） 副会長 水上 竹次郎(1班・257-3875・再任) 
副会長 土居本美代子（9班・258-2965・再任）  会 計 河村 孝子(11班・257-4018・再任） 

 
３．4月 13日、金市やすらぎ公園が開園しました 
      トイレが完備され、防災面からも避難場所としての役割が期待されます 
 
  去る 4月 13日（日）午後 1時 30分から、かねてより工事が進められていた金市やすらぎ公園におい 
て、金沢市長、金沢市議会議長、そのほか周辺町会関係者多数が出席のもと、その開園式が開催されまし 
た。この公園は、「市民提案型公園」として整備され、公園トイレの清掃等は地域が責任を持って行うこ 
とになっていますので、使用される場合は極力清潔を保つよう配慮してください。 
近くですから大いに利用してください。 

 
４．世代間交流行事「餅つき大会」が 25 日（日）に開催されます 

幼児もママもパパもおじいちゃん・おばあちゃんも、全員児童公園に集合！ 
   
  町会が進めている、地域のコミュニティ強化活動に呼応して、その関係組織代表者が連携し総力を結 
集して餅つき大会を成功させようと、現在張り切って準備に取り組んでいるところであります。 
 子供会では過去に餅つき大会を開催した実績があり、子どもも大人も大いに楽しんだように聞いてい 
ます。今回は、左義長や神社維持などでお世話になっている、荒屋町会の皆さんをお招きすることとい 



たしました。地域交流促進のため、賑わいのある餅つき大会を企画しましたので、多くの方の参加をお 
願いいたします。 

５．春の一斉美化デー（側溝泥上げ）のご協力をありがとうございました  

  去る 4月 20日（日）、千坂校下一斉に実施された側溝の泥上げにご協力いただき、ありがとうござい 
ました。お陰様ですっきりした街並みに蘇りました。 
 しかしながら、その数日後には汚物が堆積していると届出があったり、溝蓋が開かないから掃除がで 
きない、つい最近では側溝に油が流れている、等々の届出があったので、各々の関係者に改善を申し入 
れました。 

 
６．自主防災組織の整備の必要性と組織編成（暫定案）の運用について 
   緊急事態に対応できる組織編成を目指して、町会関係各組織の代表者に協力を要請 
 
  千坂校下町会連合会において、各町会自主防災会の現状把握を行い、緊急時に即応できる体制づくり 
 を強化するため、自主防災会の規約、役員一覧表、組織図、自主防災資機材調書等の提出要請がありま 
した。 
これにより、当町会自主防災会規約を吟味精査した結果、平成 9年 4月 1日から施行すると明記され 

ているものの、それ以降 10年間にわたり実態は空白のまま、かつ、現在に馴染まない条文が見受けられ、 
その改正が緊急に必要と考えられました。 
しかしながら、規約改正は総会を開催して承認を必要としていることから、速やかな総会開催が必須 
条件ですが、災害は規約改正まで発生しないという保証はありません。したがって、突発事態に即応で 
きるよう緊急に組織編成を要すると判断されましたので、別紙のとおり、組織図（暫定案）を作成しま 
した。 
 現行規約では、町会役員と班長で組織構成することになっていますが、アパートを含めると３５０世 
帯にのぼる緊急対応には要員不足は否めず、自主防災会の機能発揮が極めて困難であると考えられたた 
め、町会関係各組織代表者に協力を要請し、ご理解を得ることができました。 
ついては規約改正までの間、組織編成を暫定案として運用し緊急事態に備えたいと考えますので、ご 
理解を賜りますようお願いいたします。なお、緊急時に備え、編成表を見やすいところに掲示していた 
だきますようお願いします。 

 
７．迷惑駐車の実態調査を実施！ 
 

 
      該当車にステッカーを貼り注意喚起しました 

   町会は、住民からの迷惑駐車善処要請に基づき、町会だより№１６８号で路上駐車の注意喚起をした 
ところですが、猶予期間１ヶ月が経過したことから、5月１１日午前７時３０分から全役員により迷惑 
駐車の実態調査を実施しました。迷惑駐車と認められた車両にステッカーを添付しましたが、改善のな 
い場合は警察署に通報することとしますので、ご周知ください。 
 なお、１１班内柳瀬川に併行する路上駐車は早朝にいなくなったため、実態調査対象外となりました 
が、再度抜き打ち調査することといたします。 

 
８．各種町会対抗競技に積極的参加と応援のお願いについて 
 
  千坂校下町会対抗各種競技の参加者募集について文書回覧したところですが、５月１８日ソフトボー 



ル大会、６月１日グラウンドゴルフ大会が開催されます。 
  これらの行事は、地域交流促進の目的のほか、町会の名誉と誇りを顕示できる絶好の機会でもありま 
す。各種目に積極的に参加されますことのお願いと、開催日には代表選手に熱い声援を送っていただき 
ますようお願いいたします。 

 
９
 
．違反ごみが急増しています 

  違反ごみについては、緊急回覧や町会だよりで警告とごみ出しマナーの遵守をお願いしているところ 
ですが、最近特にびんの日や資源ごみの日に生ごみが出されたり、燃やさないごみに絨毯を出す、ある 
いは分別を一切無視したごみを出す不心得者が増えてきました。回収されずに違反ごみとしてシールの 
貼られたごみは、出した人が速やかに持ち帰ってください。 
町会は違反ごみの内容物を徹底的に調査して違反者を特定しておりますが、ガス台や絨毯は特定が困 
難であることから、目撃情報がありましたら町会役員まで通報していただきますようお願いいたします。 

   なお、悪質な違反者は氏名を公表する既定方針に基づき、次のとおり公表します。 
     違反者：荒屋町１－８ ボレアース金沢１０３号室 林 真也 
     この違反者には、当町会管理のごみステーションの利用禁止を通告しました。 
 
１０．始末のしない犬の糞がめだっています 
 
  複数の住民から、最近犬の散歩で糞の処理をせず放置する人が増えてきたので、町会で善処するよう 
 要請があります。 
  他町会から当町会地域内に犬を散歩に連れ回す者が、一切処理をしていないという情報もあります。 
もし、そのような状況を目撃した場合、町会役員に連絡していただくようお願いいたします。 
 
１１．金信森本支店付近交差点の信号機設置要望について 
 
  学童登下校時の交通安全について、金信森本支店交差点の横断歩道の見通しが悪く、かつ、交通量が 
急増している現状から、昨年度から信号機設置の要望があったところですが、これについて、事前に校 
下交通安全三団体合同総会においてこの対応方を聞いたところ、東署管内では予算事情から年二カ所程 
度の設置しか認められていないので、実現はかなり厳しいとの見解が示されました。 
 しかしながら、町会は熱意を持って設置要望をする意志を示し、町会連合会を通じて今月下旬に要望 
書を提出したいと考えています。荒屋町会長にも協力を呼びかけ、連名で要望するよう働きかけていく 
こととします。 
  
おくやみ  

     ８班の 池田 了 さん（82才)が４月１９日死去されました。 
 謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

町会の動き（１月～４月） 
（１月） 
     １月 ４日 町会だより№１６５号発行 
          ５日  会計監査の実施（高林・中井・町会長・会計部長)    
        １２日 総会開催打ち合わせ・総会資料配布 
        １３日 左義長立ち合い（荒屋八幡公園） 

１３日 平成１９年度千坂校下成人式（金沢市文化ホール：荒屋団地町会新成人該当者１０名） 
        １９日 臨時役員会（定期総会掲示物作製） 
         ２０日  第４６回定期総会（協和工業(株)3F 会議室 １１８名出席）  
            ２０日 新旧合同役員会（業務分担協議決定、引き継ぎ） 

２４日 悠々サロンスタッフ打ち合わせ会 



      ２４日 町会だより№１６６号発行  
      ２８日 公民館運営審議会（公民館長候補者について審議） 
 （２月） 
    ２月 ６日 公園愛護実績報告・委託契約関係書類提出（緑と花の課） 
       ８日 公民館運営審議会（公民館長候補者について審議:内定） 
       ９日 第 1回拡大役員会開催（各班長の所属部署決定、臨時機関総合企画部の設置決定） 
      １５日 集会所改築設計業務委託に係る見積依頼（集会所） 
      １６日 第１２回悠々サロン開催・ネットサークル定例会開催 
      １７日 ちさか地域安全パトロール隊隊員募集申込み締切 ２１名応募 
      １８日 住基カードリーダライタ購入備え付け 
      ２０日 ２班住民より不審事について届出 
      ２０日 違反ごみ（ノートパソコン）の届出（当番班長より） 
      ２１日 森本商工会に違反ごみ引き取り要請（調査の結果、元所有者判明のため） 
      ２２日 「忍び込み・空き巣狙い」警報回覧文書発行 
      ２６日 千坂防犯委員会から安全パトロール隊ジャンパー15 着を配付予定の連絡受け 
      ２７日 カラスネット配付受け：１３班用水ごみ置き場（東部管理センター） 
      ２８日 集会所改築計画に伴う土地調査測量の立ち合いを勤住協に要請 
      ２９日 第 4回町会連合会定例会（公民館） 
 （３月） 
    ３月 １日 第２回定例役員会 
       ２日 集会所土地境界確認立ち合い（中島宅） 
       ２日 ネットサークル定例会 
       ５日 集会所土地境界確認立ち合い（隣接地権者:坂谷内・中村・笠島） 
       ６日 町会だより№１６７号発行 
       ６日 カラープリンター機器入れ換え（新品購入） 
       ７日 集会所改築設計業務委託費見積書徴収（三社）   
      １３日 福寿会三役会 
      １４日 第５回集会所改築プロジェクト検討委員会 

（見積書により設計業務委託先(株)五井建築設計研究所に決定） 
      １５日 第 13 回悠々サロン・ネットサークル定例会（町会ホームページ更新作業） 
      １６日 ちさか地域安全パトロール隊応募者説明会 
      １９日 幹線市道舗装損傷による振動被害の申し出 
      ２０日 福寿会役員会 
      ２１日 安全パトロール隊協力の申し出（1名）：総員 23 名による当番表修正版作成 
      ２４日 幹線市道舗装補修について道路管理者と現地立ち合い 

（金市町交差点から６０m山側の羽場さん宅前） 
      ２４日 町会行事災害補償制度加入申込み 
      ２６日 平成 20 年度荒屋団地町会防犯委員名簿提出 
      ２６日 公民館委員、健康推進委員、町会実態報告書提出 
      ２６日 千坂校下交通安全３団体合同総会 
      ２８日 悠々サロンボランティアスタッフ総会 
      ２９日 第３回定例役員会 
      ３０日 地域支援ネットワーク会議（お年寄り地域福祉支援センターふくひさ主催） 
 （４月） 
    ４月 １日 集会所改築設計業務委託契約:委託先・(株)五井建築設計研究所 
       ２日 悠々サロン企画会議 
       ５日 迷惑駐車の苦情と善処方要望受け 
       ５日 ネットサークル定例会 
       ６日 ネットサークル定例会 
       ７日 ちさか地域安全パトロール隊新体制で立哨開始 
       ９日 町会だより№１６８号発行 
       ９日 千坂校下町会連合会ほか諸団体会計監査実施 
      １３日 金市やすらぎ公園開園式（東川副会長代理出席） 
      １９日 第 14 回悠々サロン・ネットサークル定例会 
      ２０日 春の一斉美化デー（側溝泥上げ） 
      ２０日 福寿会総会 

２０日 町会関係各組織代表者会議（餅つき大会実行委員会を立ち上げ（5/25）開催を決定） 
      ２２日 世代間交流行事「餅つき大会」資料作成 
      ２３日 千坂校下自主防災総会・千坂校下町会連合会総会 
      ２５日 カラートナー（イエロー）購入 
      ２５日 ちさか安全パトロール隊５月当番表作成 
      ２６日 第４回定例役員会  
      ２７日 町会対抗ソフトボール大会参加者募集締切 


