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集会所改築助成金交付に係る事前協議書が受理さる 
併せて勤住協に集会所底地の寄付に関する要望書を提出！ 

 
集会所改築プロジェクト計画を実現するためには、公的助成金の交付が必須条件である 

ことから、去る 9月 12 日、集会所改築助成金に係る協議書、及びその添付書類１式(設計 

図書、予定価格算定書を除く）を整え提出した結果、未提出図書の作成を急ぎ 10 月中に 

提出するよう条件を付して受理されました。 

この協議書提出と併せて、今年度から新設された町会等のコミュニティ活動用具の購入 

等補助制度（町会旗、山車、御輿、もちつき用具等）を活用することとして、21 年度に町 

会掲示板設置の補助を申請しました。予算額は 30 万円と見込み、10 万円（1/3）の補助を 

目論み、会館建設に併せて非常階段前に設置したいと考えます。 

    今後のスケジュールは、予定価格算定書ができ次第（10 月中）、予定価格と預金残高、 

21 年度と 22 年度の２年分の積立額を合算し、不足する場合の資金調達方法を検討するこ 

ととなります。 

建設費のほか、新館にふさわしい調度用品、視聴覚機器、会議用テーブルと椅子等の購 

入費を詳細に検討して、賛助金の募金方法を具体化する必要があります。 

    これらについて、11 月中に第６回検討委員会を開催し、対応策を協議の予定です。 

    また、事前協議書の添付図書として必要な土地所有者の承諾書について、石川県勤労者 

  住宅生活協同組合（以下、勤住協という）と協議した際に、集会所底地の永続的な使用の 

担保について要望したところ、趣旨の理解を得て前向きな意志が示され、底地寄付の要望 

書が提出されれば、部内協議を経て町会の意向に沿うよう努力すると明言がありました。 

これにより、別紙のとおり、勤住協理事長あて要望書を提出したのでご周知ください。 
 

２  平成 20 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 

平成 20 年度千坂校下成人式は、平成 21 年１月 11 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 12 名（男 8名・女４名・町会外対象 

者を含む）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  町会対抗競技で3種目を制覇！ 千坂校下社会体育大会で吾が町会代

表チームが大健闘するも優勝得点圏に届かず、惜しくも第三位 
   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 

 
                  秋冷の爽やかな空のもと、第 55 回千坂校下社会体育大 

会が 23 町会 1,200 人が参加して盛大に開催されました。 

当町会は幼児から高齢者までの幅広い年代層からなる 

120 名が結集して、多くの方が各種競技に出場したり、町 

会対抗競技に大声援を送ったりと、心地よい汗を流し楽し 

い１日を過ごしました。 

平成１６年に総合優勝して以来、一昨年は法光寺、横枕、 

荒屋団地の３町会が同得点となり、リレー順位により優 

劣順位が決められ惜しくも優勝を逸し、また、昨年は雨のため一切の団体競技が中止とな 



った経緯から、今年は捲土重来を期し、町会を挙げて優勝旗奪還を目標に選手選考に腐心 

して本大会に臨みました。 

   最初の競技はみんなでジャンプ、練習の時の心配をよそに、本番では他町会を大きく突 

き放し第１位の快挙を遂げ、さい先良いスタートを切りました。 

   午前の部後半、団体競技のリレー予選が行われ、３位で決勝進出を果たしました。この 

出場選手のうち、荒木敬子さん（12 班）がグランドコンディションの良くないコースを力 

走中、足をとられ転倒するアクシデントが発生しました。転倒後、負傷のためさらに２， 

３回転倒するも、痛みに歯をくいしばり、次の選手にバトンを渡されました。会場の応援 

席から責任感旺盛なこの姿に大きな拍手が湧き起こりました。 

                         午後の部に入り、いよいよ綱引き競技 

予選。男女各 10 名によるチーム編成で、 

対戦相手は千坂団地を降ろした千木・千 

木第２チーム。これを難なく一蹴し決勝 

トーナメント戦進出を果たしました。 

この後行われた、むかで競争、大玉こ 

ろがしでは善戦むなしく上位進出がなり 

ませんでした。 

大詰め競技の綱引き決勝戦の前段は法 

光寺、これも降して過去Ｖ６の実績を誇 

る強豪横枕・千木親和と対戦。決勝戦だ 
綱引き決勝戦で渾身の力を振り絞る頼もしい選手陣 けあって試合は相互のパワーが拮抗し、 

きわどい勝負ながら「５大会連続綱引き競技校下一」の偉業を達成した瞬間、選手と応援 

団の歓喜の声が最高潮に達しました。 

プログラム最終競技のリレーは、荒木さん負傷のため急遽出場選手の再編成に迫られ、 

3 人を交代した体制で決勝戦に臨みました。 

                                                         スタートから終始トップに立ち、アン 

カー池上三宏選手にバトンがタッチされ 

ましたが、第 4コーナーで百坂が猛追、 

それに負けじと力走したがゴール 10ｍ前 

に転倒、アーッ、と言う間に追い越され 

「もうだめだ」と思った瞬間、百坂選手 

がゴール直前に転倒し、手でテープを握 

ったがすかさず池上選手がゴールして第 

1 位に輝く快挙を挙げました。 

                          以上の各競技成績集計の結果、団体総 

合成績が第３位となりましたが、みんな 
トップでバトンタッチする竹中みちる、藤井大和両選手の力走 
                              でジャンプ、綱引き、総合リレーの 3種 

目の団体競技で堂々の制覇を果たすことができ、荒屋団地ここにありと天下にその名声を 

誇示することができました。 

選手の皆さんお疲れ様でした。そして、町会あげて各競技に熱の入った応援を繰り広げ 
ていただきました。町会の名誉のためと、選手と応援者の心が一つになりました。優勝は 
かないませんでしたが、この社会体育大会を通じて、また一歩、「向こう三軒両隣の復活 

するまちづくり」の目標に向かって前進しました。120 名の参加者の皆さん、いろいろお 

世話していただいた班長、青年部、育成部の皆さん、本当にありがとうございました。 
 

４ 第 31回千坂校下文化祭の開催（11月 2日）について 
   荒屋団地町会、並びに、悠々サロンの活動状況を初出展し校下にアピール 
   



先に配付された文化祭の案内のとおり、第 31 回千坂校下文化祭が 11 月 2 日（日）、下記 

のとおり開催されます。 

                  記 

場所：千坂公民館、千坂小学校体育館・ピロティ 

時間；午前 10 時～午後 3時まで 

今回は他の町会に先駆けて実施している、当町会独自のコミュニティ強化活動について、 

 その実施状況をまとめて校下にアピールするため、掲示物を展示することとなりました。 

  また、荒屋悠々サロンにおいては、発足して 2周年を迎え、実施回数が 19 回を数えて好評 

の内に推移していることから、この活動状況と参加者による手芸品を展示されることになり 

ました。 

このほか、公民館において健康フェアが開催されますので、皆さんお誘い合わせのうえ、 

 文化祭を楽しんで頂きたくお願いいたします。 
 

５ 防災に関する講演会が開催され、参加者から聞いて良かった!と絶賛 
 
  去る 9月 21 日（日）、集会所において竹川操枝氏を講師にお招きし、防災に関する講演会 

が開催されました。 

                         浅野川洪水被害や能登半島地震、新潟 

地震、中越地震等の際に竹川氏が実際に 

被災地に出向き、その目で見て体験した 

ことや現場での防災の大切さについて講 

演があり、参加者約３０人は真剣な面持 

ちで聴講していました。 

                         その後、「日常生活における防災への 

取り組み」をテーマに、いつ自分が当事 

者となるか分からない状況において、身 

近なものでの防災グッズの作り方や、い 

ざ災害が発生した時の対応についての具 

体的な行動指針などを教えていただきま 

した。 

竹川さんの講演は、実際に現地に入っ 

て悲惨な状況を見、救援活動をした話題がベースとなっており、時折ユーモアを交えマイク 

なしで堂々と大きな声でパソコンを操りながら説明されたので、1時間半を超える講演に参 

加者全員が引きつけられました。 

講演終了後、天ぷら油を用いたローソクの作り方を、震災訓練で学んだ方に実演をしてい 

ただきました。これは、非常に簡単にできることなので、機会を改めて多くの皆さんに作っ 

てみてもらいたいと考えます。 
 

６ 高齢者の社会交流の場「荒屋悠々サロン」の発足２周年を祝します 
 

高齢者の社会交流の場として発足した荒屋悠々サロンは、 
今年９月で２周年を迎えました。このことから、去る９月 
13 日（土）第 18 回目の悠々サロンは発足２周年を祝し、 

記念行事が実施されました。 
                 開催は毎回参加者の皆さんから好評を得ながら推移して、 

通算１８回を数え地域コミュニティの促進に大きな役割を 
担うまでになりました。 

                  その背景には、影で支えておられるボランティアスタッ 



フの皆さんの弛まない努力がありました。 
町会が進めている「向こう三軒両隣の復活する街づくり」の活動の一翼を担うまでに努力 
されたスタッフの皆さんに、敬意と感謝の意を表し、益々充実した悠々サロンとなりますよ 
う期待し、発足２周年を心からお祝い申し上げます。 
町会はコミュニティ強化の一環として全面的に支援を行っているところであり、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。 

 

７ 荒屋団地ネットサークルも発足２周年を迎え、地域貢献の役割が拡大！ 
   会員が増加し、防犯・自主防災等にも必要不可欠の組織に成長  
  

パソコン講習会の修了時に、受講者が 

ネットサークルの立ち上げを呼びかけて 

発足した（一昨年 7月）荒屋団地ネット 

サークルは、現在３６名の会員を擁する 

組織に成長し、町会の主要行事に積極的 

に協力できるまでに充実してきました。 

今年から自主防災会の情報収集伝達を 

担うことや、金沢東防犯協会のメール 

受信者登録を行い、防犯活動にも加わり 

ました。 

                            月２回の定例会では、パソコン初級者 

の講習会も随時実施しているところです。 

   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。 

 
８ 全市一斉美化清掃ディにご協力ありがとうございました 
 
去る 10 月 12 日（日）に実施された全市一斉美化清掃ディにおいて、早朝からご協力を頂き、 

すっきりした街並みに蘇りました。普段目立った汚れがないため、出されるごみ袋は少ない 

と考えていましたが、集積指定場所へ車で 2往復するごみが出ました。 

この日に併せて、公園 2カ所と、市道沿線の除草を行いました。役員や公園環境委員の各 

班長さんのほか、自発的にご協力を申し出られた方、福寿会からも複数の方からご協力を頂 

きました。皆さんのご支援に心から感謝を申しあげます。 
 

 
町会の動き（７月～９月） 

（７月） 
     １日(火) 金市町交差点道路舗装改修工事完了(町会要望書提出の件) 
     １日(火) 安全パトロール 7月分当番表作成配付 
     １日(火)  モノクロプリンタ用トナーカセット注文 
        ５日(土) ネットサークル定例会                                                           
     ６日(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(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(水) 安全パトロール隊が歩行者（高齢者）保護を千木駐在所に通報し依頼 
    １１日(月)  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(土) 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(日) 公園 3カ所除草：AM8:00～PM0:30                           
    １３日(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提出（7/14） 



    １４日(月)  盆踊り大会イベント南京玉すだれ断念:東川実行委員長が折衝の結果不可 
      １５日(火) 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が折衝し合意 
     １６日(水) カラープリンター用トナー取り替え：2本 
    １６日(水) 盆踊り大会チラシ作成 
    １６日(水) 盆踊り大会用タオル 250 本発注（白や）:昨年と同単価 
    １９日(土) 第 17 回悠々サロン：PM1:30～（集会所）、福久南町会盆踊り大会（祝儀贈呈）         
     １９日(土) ネットサークル定例会：PM7:30～（集会所）                                       
    １９日(土) 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申し出 
    21(月)～22 日(火) 福寿会研修旅行会:31 名参加、白山市方面ふれあい昆虫館「かんぽの宿」泊  
    ２２日(火) 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(金) 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→ミニタオル 300 本に変更 
      ２６日(土) 第 7 回定例役員会：PM7:30～（集会所）                                            

３１日(日) イス・テーブル・ゆかた公民館借用書提出 
（8月） 

        ２日(土) 千坂校下盆踊り大会（荒屋団地町会有志 7名 7年ぶりに参加）:祝儀贈呈 
      ２日(土) ネットサークル定例会:PM7:30～（集会所） 
         ４日(月) 盆踊り大会招待状発送 
        ４日(月) 千坂校下町会連合会常任理事会:公民館 PM7:00～ 
        ６日(水) 町会だより№171 号発行 
         ７日(木) 東部管理センターに分別ごみカゴ５枚要求し、南小公園２枚、13 班用水３枚を配置 
         ８日(金) 千坂校下町会連合会・町会長会議:公民館 PM7:30～市民震災訓練について協議 
        ９日(土) 百坂町会盆踊り大会:祝儀贈呈 
      １０日(日) 第 3 回拡大役員会:役員、班長、各組織代表者：PM7:30～（集会所） 
      １６日(土) ネットサークル定例会:PM7:30～（集会所） 
      ２１日(木) 盆踊りの練習:集会所 PM7:00～9:00 
      ２２日(金) 盆踊りの練習:集会所 PM7:00～9:00 
       ２３日(土) 東警察署から千坂地区防犯委員会へ防犯チョッキの贈呈式に町会から 7名出席 
             その後、金沢サティで防犯キャンペーン実施、マルハンセキュリティシステム見学 
       ２３日(土) 盆踊り大会：PM7:30～（児童公園） 
      ２４日(日) 盆踊り大会機材運搬片付け：AM7:00 
      ２４日(日) 千坂校下防災訓練:AM9:00～（児童公園に 100 名避難、その後千坂小学校へ 65 名避難訓練) 
       ２４日(日) 盆踊り大会反省会：集会所 PM6:30～ 
       ２６日(火) 集会所改築プロジェクト詳細設計打合会：集会所 PM7:30～ 
      ２７日(水) 市役所市民参画課と集会所施設整備補助金に係る協議：PM2:00～ 
      ２８日(木) 千坂地域安全パトロール隊 9月当番表作成 
      ２９日(金) 石川県勤労者住宅生活協同組合と集会所改築に係る承諾書について協議 AM10:00～ 
       ２９日(金) 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ隊 9 月当番表プリント及び配付 

３０日(土) 第 7 回定例役員会、社会体育大会準備連絡会：PM7:30～（集会所） 
（９月） 

        ５日(金) 町会連合会常任理事会:公民館 PM7:00～                                           
      ６日(土) ネットサークル定例会：PM7:30～                                                
         ９日(火) 悠々サロンボランティアスタッフ企画打ち合わせ会：集会所 PM7:30～ 
         ９日(火) カラープリンタートナー（ブラック）交換 
      １０日(水) 石川県勤労者住宅生活協同組合に集会所敷地無償譲渡要望書提出、土地使用承諾書受領 

 １０日(水) 町会だより№172 号発行                                                         
      １２日(金) 集会所改築補助金交付に係る事前協議書提出（市民参画課） 
      １２日(金) 第 55 回社会体育大会競技説明ならびに抽選会：公民館 PM7:30～                      
       １３日(土) 社会体育大会参加者募集回覧:締切 9月 23 日(火)   
       １３日(土) 第 18 回悠々サロン（2周年記念行事）：集会所 PM1:30～                                
      １４日(日) 千坂地域ふれあいどきどきコンサート：千坂公民館主催 PM2:00～千坂小体育館 
      １５日(月) 敬老の日高齢者お祝い品（紅白饅頭）贈呈：120 世帯 
      １５日(月) 社会体育大会町会対抗競技選手選考打合せ会：（町会、青年部、育成部、悠々サロン代表） 

 ２０日(土) ネットサークル定例会：PM7:30～                                                
      ２１日(日) 防災に関する講演会：集会所 PM1:30～竹川操枝講師 30 名参加 
  ２４日(水) 社体参加者募集締切：120 名参加応募                      

      ２７日(土) 第 9 回定例役員会：PM7:30～                                                     

      ２８日(日) 第 55 回社会体育大会：千坂小学校グラウンド                                      

  

○町会だよりは、字のサイズアップの要望に応え、本号からサイズをアップしました(但し町会の動きを除く)



 


