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           第４３回納涼盆踊り大会は８月２３日（土）に開催 

踊りのほか金沢市草笛愛好会の皆さんによる草笛コンサートを楽しみましょう！ 
      
     町会主要行事として定着している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、今年で 43回目を迎えることとなりました。 
去る 7 月 12 日、各組織代表者連絡会において今年の盆踊り大会の開催内容について意見交換を行

い、開催日、アトラクション、役割分担等の概要を定め、役員会において詳細を決定しました。 
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、イベントでは全国屈指の草笛演奏

家である新木尚さんが主宰する金沢市草笛愛好会の皆さんによる草笛コンサートを企画しましたので、 
どうぞご期待ください。このほか、餅つき大会で余りがストックされている餅米について、悠々サロ

ンスタッフの皆さんが赤飯を製造販売する提案があり、会場で販売することとしましたのでご利用く

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２１日、２２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 中山緩子先生 

 
２ 震災に備え、8月 24日（日）午前 9時～11時まで千坂校下市民震災訓練が 

実施されます。（詳細については各戸配付資料を参照してください） 
児童公園に避難集合（1世帯 1名）し、情報収集訓練を実施した後、千坂小学校体育館 

で各種訓練を実施（６５世帯の参加要請）されますので参加ご協力をお願いします 

 
  いつ発生するか予測できない災害に備えるため、町会自主防災会は 6月 22日に総会を開催し、防災 
計画を策定すると共に、非常時における役割分担を定めたところです。 
しかし、自主防災会の機能を最大限に発揮するためには、地域全体で訓練を実施して疑似体験をとお 
して、その結果の問題点を洗い出して、改善策を講じていかなければなりません。 
これに関連して、千坂校下自主防災会と金沢市駅西消防署は、下記のとおり、市民震災訓練を実施す 
ることになりました。 
先週発生した浅野川流域の洪水被害では、避難勧告が住民末端まで届かない情報伝達方法に問題があ 
ると指摘されているところです。これを震災に置き換えて想定した場合、多くの人命が失われると考え 
られます。 
以上のことから、町会は全力を挙げて震災訓練と取り組むこととして、地域住民の積極的な参加を要 
請しますので、皆さんの全面的なご協力をお願いいたします。 
                     記 

１．日時：平成２０年８月２４日（日）午前９時～１１時 



           ２．場所：まちなか会場（荒屋児童公園）・千坂小学校 
       ３．参加：１家族１名以上の参加 
   なお、訓練実施要領等について、８月１０日（日）開催の拡大役員会で協議することとします。 

    （参考：平成９年８月３１日に実施された市民震災訓練には、町会から１０１名が参加されました） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



３ 千坂分団消防会館建設事業に係る地元町会負担金の協力要請について 
 
標記について、平成２０年７月２日付け文書により、千坂校下町会連合会長より別紙のとおり、地 
元町会負担金を１世帯２，０００円とする協力要請がありました。 
このことにつき町会は、去る６月２２日開催の拡大役員会で、町連で検討中の協力要請概要を説明 
し意見交換を行った結果、一律に全世帯から集金することは困難と考えられ、これにより不公平感が 
募り町会の連帯感が損なわれるといった問題が生じると指摘がありました。 
これを受け、去る７月２６日開催の役員会においてこの取り扱いを協議した結果、予備費を取り崩 
し、2,000円×255世帯＝510,000円を一括納入することとしましたので、ご理解を賜りますようお 
願いいたします。 
 また、これとは別に、千坂分団後援会長谷崎二郎氏から、別紙のとおり、後援会加入の依頼があり 
ましたので、趣旨にご賛同される方の入会をお願いいたします。（締切：8月 29日） 
 なお、町会は団体後援会員として、年間 10万円を拠出していることを申し添えいたします。 

 
４  千坂校下バレーボール大会に 8年ぶりに参加！ 

 
千坂校下バレーボール大会が去る 7 月 6

日森本市民体育館において開催され、当町会

は 8年ぶりに参加を果たし選手の皆さんが健
闘されました。 
試合は 3チームにより予選リーグ戦を行い、

決勝戦進出を賭けて熱戦が展開されました。 
結果は金市三町会チーム、福久南チームと

対戦し、善戦むなしく敗退しました。 
何はともあれ、長期連続不参加の汚名を挽

回するため、今年は万難を排して参加するこ

とを主眼に置き、青年部長に選手確保を要請

した結果、14名の選手を得て 8年ぶりの出場
を果たしました。 

   来年からは、往年の強豪荒屋団地チーム復活を目指し、チーム強化を図っていきたいと考えますの

で、皆さんの積極的なご支援とご協力をお願いいたします。 
                          
５ 町会有志の踊り手により千坂校下盆踊り大会に 7年ぶりに参加し大会に華！ 
生演奏に合わせたやぐら上の踊りは大好評、出場の皆さん、ありがとうございました 

 
                           去る 8月 2日開催された、千坂校下盆踊り大 

会において、婦人部解散のため参加が久しく途 
絶えていた当町会でしたが、今回は有志の皆さ 
んが相図り、実に 7年ぶりに櫓の上で全員呼吸 
の合った炭坑節を踊られ、大会を大いに盛り上 
げていただきました。 
 お陰様で、主催者から大好評をいただいてい 
るところです。 
 バレーボール大会では 8年ぶり、本盆踊り大 
会に 7年ぶりに各々参加を果たすことができ、 
荒屋団地町会の面目躍如となりました。 
 各大会にご尽力されました関係者の皆さんに 

 心からお礼申し上げます。ありがとうございました。                          



６ 荒屋団地子ども会が千坂校下少連交歓グラウンドゴルフ大会で団体優勝！ 
 
  去る 7月 27 日、千坂校下少連主催の交歓グラウンドゴルフ大会が北鳴中グラウンドで開催され、男子 
の部で荒屋団地チームが団体優勝の快挙を果たしました。 

同日夕刻、山本育成部長から弾んだ声で、優勝旗と優勝カップ、賞状を集会所に飾ったと報告があり、 

翌日の北国新聞朝刊で関連記事が掲載されました。 

子ども会の快挙に拍手喝采を送り、子ども会育成部関係者のご尽力に敬意を表します。 

この快挙に伴い、千坂校下を代表して金沢市少連主催の大会に出場することとなり、活躍が期待され 
ます。 

 
７ ごみステーションの当番、集会所掃除当番について  

ひとり一人の心掛けできれいな街と清潔な集会所を維持しましょう 
 

町内に設置してあるごみステーションの当番は、各箇所毎に清掃用具と当番表が収集日が終わった 
翌日に次の当番に引き継がれて清潔な環境が保持されています。 
ところが、時々、その任務を放置しながら責任を果たしたかのように次の当番に引き継ぐ者が見受 
けられます。 

1回くらいはいいだろう、という気持ちがそのような行為に走ると思われますが、社会生活を営む 
上で、決められたルールはきっちりと果たしていただくようお願いいたします。 
また、集会所掃除当番についても、引き継ぎを受けた人がそのまま放置したため、1ヶ月間に亘り 
清掃がなされませんでした。 
今後、このような事態が発生しないよう、当番責任者は十分留意されるようお願いいたします。 
また、掃除が終わったら必ず当番日誌に必要事項を記入してください。 
 

町会の動き（４月～７月） 
 （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開催 
       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 
       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 

１９日 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 千坂校下自主防災会総会・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 

 （５月） 
    5月 １日 11 班道路交差部側溝蓋取り外し困難のため改善要望の申し出受け 
       ２日 金沢市道路等管理事務所が溝蓋改善要望箇所の確認・点検 
       ２日 4 班付近側溝汚染の届出受け→状況調査 
        ２日 千坂公民館運営審議会 PM7:30～（公民館）                                        
       ３日 ネットサークル定例会                                                          
       ７日 町会対抗ソフトボール大会申込締切：公民館提出                              
       ９日 宅地内汚水の側溝流出に伴う環境汚染について改善要請文書郵送 
       ９日 5 班道路側溝油汚染の届出受け→原因者に改善要請 
       ９日 千坂地区社会福祉協議会：第 25 回通常総会 PM7:30～（公民館）                      



       ９日 13 班用水ごみ置き場に違反ごみ→調査の結果、違反者特定、ごみ置き場使用禁止通告 
      １１日 迷惑駐車実態調査 AM8:00～ 
      １１日 公園除草 PM3:00～ 
      １１日 宅地内汚水による環境汚染改善要請先から原因者でない旨の申し出→書類等で確認 
       １２日 町会だより№１６９号発行                                                      
       １２日 諸団体連絡協議会：常任理事会 PM7:00～（公民館）                                

      １３日 世代間交流行事餅つき大会第 2回実行委員会：PM7:30～（集会所）                   

       １３日 町会対抗ソフトボール大会抽選会：PM7:30～（公民館）                            

       １６日 諸団体連絡協議会総会：PM7:30～（公民館）                                      

      １７日 第 15 回悠々サロン：PM1:30～（集会所）                                          

      １７日 ネットサークル定例会：PM7:30～（集会所）                                      

       １８日 第 30 回町会対抗ソフトボール大会：AM7:50～北部公園ソフトボール場・多目的広場    

       ２０日 日本赤十字社費封筒回収集約：協力件数 231 件、推計額 148,150-公民館納入            
      ２０日 13 班用水ごみ置き場に違反ごみ→川北病院事務長に厳重注意（違反者特定できず） 

      ２２日 諸団体連絡協議会初顔合わせ会：PM6:30～（松魚亭）                              

      ２２日 金市町交差点～レストランハス付近道路舗装補修工事施工完了 

      ２３日 町会対抗グラウンドゴルフ大会申込み締切：12 名応募・３チーム編成    

      ２４日 救急救命法講習会 集会所 AM10:30～ 
      ２４日 餅つき大会第 3回実行委員会 集会所 PM7:30～ 
      ２４日 金市町交差点道路舗装損傷による振動騒音被害の申し出 
       ２５日 世代間交流行事「餅つき大会」：AM10:00～（高林邸ガレージ）、反省会 PM6:00～       
      ２６日 各種団体負担金（725,475 円）、緑の募金（10,200 円）納入:指定口座振り込み     
      ２６日 町会連合会常任理事会:PM7:00～（公民館） 
      ３０日 ちさか地域安全パトロール隊 6月当番表作成 
      ３０日 ちさか地域安全パトロール隊新規登録（1名）の手続き 
      ３１日 第 5回定例役員会：PM7:30～（集会所） 
 （６月） 
    ６月 １日 第 14 回千坂校下町会対抗グラウンドゴルフ大会:北部公園 3チーム 12 名参加 

２日 北国新聞朝刊「よもやま」で町会活動等について記事掲載 
       ２日 安全パトロール隊 6月当番表訂正版作成 
       ７日 ネットサークル定例会 
       ８日 悠々サロンボランティアスタッフ研修旅行:能登方面 
       ９日 金沢市道路管理課へ金市町交差点道路舗装改修要望書提出：田中展郎市議同行 
       １１日 金沢市道路管理課（山崎氏）と金市町交差点付近現場立合い→近日中に補修の確認を得 
       １１日 アメリカシロヒトリ発生状況連絡表を受け:出嶋造園→発生家屋の各班長に連絡 
      １１日 健康推進委員会:町会長・寺本美樹子さん(4 班）・皆戸信子さん（17 班）３名出席 
      １４日 岩手・宮城内陸地震発生→ネットサークル会員に関係記事配信 
      １５日 町会対抗バレーボール大会参加者募集締切:4 名申込み（10 班 3 名、15 班 1 名） 
      １６日 町会連合会常任理事会:PM7:00～（公民館） 
      １７日 安全パトロール隊本部から学童下校時間変更連絡→当番表修正版作成 
      ２０日 町会連合会第 1回定例会:PM7:30～消防会館建設事業費町会負担金等について協議 
      ２１日 第 16 回悠々サロン：PM1:30～（集会所） 
       ２１日 ネットサークル定例会：PM7:30～（集会所） 
      ２２日 第 2回拡大役員会、自主防災会総会:PM7:30～（集会所） 
      ２５日 町会対抗バレーボール大会参加者募集締切（公民館）:下島青年部長に依頼 
      ２６日 町会だより№170 号発行 
       ２７日 千坂地区社会福祉協議会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ研修会：9:00～16:30 養護学校、永光寺ほか見学 
      ２７日 町会対抗バレーボール大会抽選会（公民館）:下島青年部長に依頼 
       ２８日 第 6回定例役員会：PM7:30～（集会所） 
 （７月） 
    ７月 １日 金市町交差点道路舗装改修工事完了 
        １日 安全パトロール 7月分当番表作成配付 
       １日 モノクロプリンタ用トナーカセット注文 
       ５日 ネットサークル定例会                                                           
       ６日 第 44 回千坂校下町会対抗バレーボール大会：森本市民体育館            
       ６日 健康推進委員研修会：金沢市駅西健康ホールすこやか 寺本美樹子さん、皆戸信子さん出席   
       ９日 安全パトロール隊が歩行者（高齢者）保護を千木駐在所に依頼 
      １１日 盆踊り用豆絞り手ぬぐい 200 本、うちわ 200 本寄贈受け（北国新聞社森本販売所） 
      １２日 第 2回各組織代表者連絡会（盆踊り大会開催計画協議）：PM7:30～（集会所）          

１３日 公園 3カ所除草：AM8:00～PM0:30                           
      １３日 オウム真理教に関する署名集約:159 葉 385 名分公民館事務局へ（7/14） 
      １４日 盆踊り大会イベント南京玉すだれ断念:東川実行委員長折衝の結果不可 



      １５日 盆踊り大会イベント草笛コンサート決定:主宰者新木尚氏と東川実行委員長折衝し合意 
       １６日 カラープリンター用トナー取り替え：2本 
      １６日 盆踊り大会チラシ完成 
      １６日 盆踊り大会用タオル 250 本発注（白や）:昨年と同単価 
      １７日 北国文芸 7月賞発表 歌壇の部に石浦愛子さん（2班）1位入選 
      １９日 第 17 回悠々サロン：PM1:30～（集会所） 

１９日 福久南町会盆踊り大会（祝儀贈呈）         
       １９日 ネットサークル定例会：PM7:30～（集会所）                                       
      １９日 悠々サロン代表より盆踊り大会に赤飯パック詰め販売の提案を了承 
       ２１日～２２日 福寿会研修旅行:31 名参加、白山市方面ふれあい昆虫館「かんぽの宿」泊  
      ２２日 違反ごみ違反者特定:警告書を添付し違反ごみ違反者宅返還 
      ２５日 北国新聞社事業局盆踊り大会後援申請：タオル 300 本寄贈要望 
      ２６日 第 7回定例役員会：PM7:30～（集会所）                                            
      ３１日 イス・テーブル・ゆかた公民館借用書提出  
      ３１日 盆踊り大会について青年部と協議：PM8:00～（集会所）  
 
 

浴衣の配布に関するお知らせ    担当副会長 ３班 松本見千子 
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、２１，２２日の７時から９時半になっておりますので、その日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。（３班松本 TEL257-6139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。 
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