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荒屋会館建設事業協賛金募金が、目標額を大幅にクリアー！ 
総額２４０万円（町内 236 件 183 万円、町外 23 件 57 万円）を超えの好結果 

  
 去る 3月 30 日に締め切りとした荒屋会館建設事業協賛金募金は、皆様方の熱き思いを反 

映し町内から 236 件 183 万円ものご支援ご協力があり、また、町会関係各組織の全面的なご 

協力を得て町外篤志家等にもご支援を仰いだ結果、23 件 57 万円の協賛金が寄せられました。 

 その合計額は、目標額を大きく上回る 240 万円余の浄財が町会に託され、町会はその期待 

に応えるべく、地域文化の発信基地とする荒屋会館建設に、一層注力できることになりまし 

た。町内では、最高額 15 万円を筆頭に 10 万円 2名、そのほか高齢者からの高額の応募が多 

数にのぼり、建設事業に大きな期待が込められているものと考えられ、町外では、千坂地区 

社会福祉協議会より 10 万円、福久ケアセンター様 5万円のほか、(株)ダスラー様から 15 万 

円と高額のご支援を賜りました。（別紙内訳表参照） 

なお、町外関係者の一部から、時期をみて後日協力したい旨の申し出も寄せられているこ 

とを申し添えいたします。 

 今後の建設スケジュールは、建設工事請負業者の選定と工事価格交渉と併行して、調度用 

品・備品類を精査選定し、最終的な資金調達額を算定後、金融機関の融資所要額を決定する 

予定で進め、所定のアクションプログラム遂行に全力を尽くして参る所存です。 

 協賛金募集にあたり、皆様の全面的なご理解とご支援を賜りましたことに深く感謝し、厚 

く御礼を申し上げます。 

 
２．５月１７日（日）は一斉美化清掃デー・泥あげの日です（雨天決行） 

皆さんの手で自分たちの住む町をきれいにしましょう  
５月１７日（日）は千坂校下において一斉美化清掃デー・泥あげが実施予定されおり、年 

に１度の側溝泥あげと、今年から美化清掃を同時に実施されることとなりました。 

美化清掃に必要なごみ袋を配付しますので、燃やすごみ、燃やさないごみに分別して 7時 

30 分までに南小公園に集積するようお願いいたします。また、側溝泥あげについては次によ 

り行うようお願いします。 

(1) 土のう袋は、下水道接続工事がほとんど終わっていることから、一戸あたり２枚としま 

すが、足りない方は遠慮なく班長さんに申し出てください。（集会所で予備袋保管中） 

(2) 空き家および長期留守宅等の前は隣近所の方で、また、駐車場については使用者とその 

所有者が協力して行ってください。 

(3) あげた泥は、配布された土のう袋に入れ、側溝沿いに置いてください。段ボール等に入 

れた泥は収集されません。 

(4) 土のう袋には、側溝の泥以外のごみは絶対入れないでください。 

(5) 余った土のう袋は、他に使用できないので班長さんにお返しください。 

 なお、従来実施してきた清掃終了後の、蚊・ハエ駆除用の殺虫剤の散布は、下水道整備で 

その必要性が殆どなくなったため、今年度から取りやめといたします。ただし、昨年度の残 

余の殺虫剤がありますので、必要な班は申し出てください。 
 



３．平成２１年度の各委員等の決定について 
  

町会連合会等諸団体において、防犯委員、公民館委員、並びに健康推進委員の推薦依頼に 

基づき、町会は次の皆さんにそれぞれの委員をお願いしました。今年度 1年間よろしくお願 

いいたします。 

  【公民館委員】 

    能田  衛（ 8 班）※注１    

【防犯委員】 

      中屋 保雄（13 班）  木村 玲子(  4 班)   能田  衛（ 8 班） 板坂 泰介（12 班） 

    太田 直美（14 班） 東川  衛（ 7 班）  小泉 俊郞（13 班） 竹林 正人（ 1 班） 

   【健康推進委員】 

    中屋 保雄（13 班)  寺本美樹子(  4 班） 皆戸 信子（17 班） 

【校下婦人会連絡員】 

 土居本美代子（ 9 班）※注２ 
   

   ※注 1･2：公民館委員及び校下婦人会連絡員について、先にそれぞれ公募した結果、応募者が 

なかったため各 1名となりました。しかしながら、公民館委員のうち女性１名が推 

薦できなかったため、公民館から「大きな町会の推薦がないことに失望をしている」 

とコメントがあり、是非中途でも推薦をと強く求められました。 

皆さんからの自薦、他薦をお待ちしています。（各ブロック長にご連絡下さい） 
    
また、新年度の町会関係各部会の役員が次のとおり決定しました。 

【こども会】 

  育成部長 養原 寿美恵 (14 班・258-5213）副部長 竹中 由美（福久東・258-5222） 

書     記 稲本 幸子(4 班・258-2840)    会  計 小林 知恵（10 班・257-2359） 

少連委員 桶家 恭子（13 班・257-5204）  専門委員 西田 

【福 寿 会】 

    会   長 小谷内 久米松(14 班・258-4680） 副会長 水上 竹次郎(1 班・257-3875) 

副 会 長 土居本美代子（9班・258-2965）  会 計 河村 孝子(11 班・257-4018） 
   

４．春の全国交通安全運動について 
歩道占有物の苦情が寄せられています 心あたりの方は速やかに善処を！ 

 

平成２１年春の全国交通安全運動が、４月６日から１５日までの１０日間、全国一斉に実 

施されました。春の交通安全運動では、新入学児童等に対する交通ルールの理解と交通マナ 
ーの習慣付けが重要課題となるとともに、本格的な高齢社会への移行に伴う高齢者の交通事 
故情勢に的確に対処するため，「子どもと高齢者の交通事故防止」を運動の基本として実施さ 
れました。 
 町会では、ちさか地域安全パトロール隊の新規隊員募集を実施した結果、2名の応募があ 
り新学期から学童下校時の安全見守りを継続できる体制が整いました。ご協力に感謝を申し 
上げます。 
 また、交通安全運動に関連して、町内の歩道に占有物（植木鉢の台）があるため、高齢者 
が外出の際に使用する手押し車の通行が妨げられていると苦情が寄せられています。安全な 
環境維持にご協力をお願いいたします。 
 
５．町会用住民票の再整備と非常時に備えた各種有資格者の調査について 

 

  昨年度実施された千坂校下自主防災会主催の市民震災訓練において、町会の住民票（平成 



１４年４月１日作成）に基づいて作成された町内の被害調査票が、各班長から実態とかなり 
相違していると指摘があったことから、町会備え付けの住民票を調査した結果、作成から既 
に７年が経過しており、実態と整合していない部分があると考えられるため、万一の災害発 
生に備え、被害を最小限に抑制するためには、正確な住民台帳整備が基本的な条件であると 
の認識に立ち、近日中に別途配付する住民票用紙により再調査することといたしました。 
 昨今、個人情報の取り扱いについて理解が得られないことにより、防犯・防災活動に支障 
が出ている地域があるようですが、当町会エリア内の安全は地域自ら守っていく誇れる伝統 
を貫くため、皆様方のご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。 
  また、昨年度の町会自主防災会総会において、震災等の被災初期活動を実効あるものとす 
るためには、予め各種有資格者を調査してリスト票を作成しておくべきと提言がありました。 
これについても住民票調査と併せて調査することとしますので、ご理解とご協力をお願いい 
たします。 
 
６．町会関係各組織代表者連絡会の開催について 
       各種行事実施に向けてその具体化を協議予定 
   
地域住民のコミュニティ強化を促進するため、町会は今年度の活動基本方針に基づき諸施 

策を展開中ですが、町会が主催する各種行事の計画にあたり、その具体化を図るため、町会 

各組織代表者（１４名）と４月２６日（日）連絡会を開催し、その協議を行うこととしまし 

た。 

 各組織代表者の皆さんには別途ご案内のとおり、ご多用中のところ誠に恐縮ですが、ご出 

席の程よろしくお願いいたします。 
 
７
 
．第 31 回町会対抗ソフトボール大会開催について 

標記について、新年度の各種町会対抗競技大会のトップであるソフトボール大会が、下記 
のとおり開催されますので、多数の方のご参加をお願いいたします。 
なお、参加を希望される方は下島青年部長（258-2723）にご連絡をお願いします。 

記 

     １．日  時：平成 21年 5月 10日（日）午前７時５０分集合～ 
     ２．会  場：北部公園ソフトボール場（2面） 
     ３．参加規定：・チームに女性又は 45歳以上の男性 3名を入れること 
            ・１町会２チーム以内 
     ４．申込締切：4月 28日（火） 
     ５．抽 選 会：5月  1日（金）午後 7時 30から（公民館） 
 

 
おくやみ 

 
     ７班の松野美津子さん(６７才)が４月１日、２班の中村友さん(５１才)が４月１１日、 
１５班の紺谷みさをさん(９２才)が４月１４日に死去されました。 

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

 

 



町会の動き（１月～３月） 
（１月） 

    ４(日) 町会だより№175 号発行 

       ５(月) 会計監査:亀井・平畠・町会長・会計部長(PM7:30～)    

       ７(水) 総会資料編集・開催打ち合わせ・総会資料配布 

     １１(日) 荒屋八幡神社左義長立会：AM8:00～11:00 

１１(日) 平成 20 年度千坂校下成人式:金沢市文化ホール PM1:00～4:00（荒屋団地 12 名） 

   １６(金) 総会委任状提出締め切り 

     １６(金) 定期総会掲示物作製:PM8:00～ 

     １７(土) 第 22 回悠々サロン：集会所 PM1;30～ 

   １７(土) ネットサークル定例会：集会所 PM7;30～ 

     １８(日) 第４７回定期総会:（協和工業(株)3F 会議室 AM10:00～） 

   １８(日) 新旧合同役員会（担当部長決定、引き継ぎ）：集会所 PM4:00～ 

   ３０(金) 千坂小「冬の伝承遊び」悠々サロンスタッフ 13名参加  
     ３１(土) 第 1 回拡大役員会：集会所 PM7;30～ 

（２月） 

     ２(月) 集会所改築積立金徴収基準により免除対象者に返金 

    ４(水) 公園愛護実績報告・委託契約関係書類提出（緑と花の課） 

      ４(水) 町会だより№276 号発行 

      ６(金) 集会所底地寄付受けに伴う固定資産取得税免除申請手続き：県税事務所 

      ６(金) 集会所底地寄付の礼状郵送：石川県勤労者住宅生活協同組合理事長あて 

      ９(月) 町連常任理事会：公民館 

    １０(火) ごみステーションカラスネット請求配付：17 班ごみ置き場 

    １２(木) 所司原勇造さん（4班）死去：回覧文書発行（14 日通夜・15 日葬儀） 

    １３(金) 侵入盗未遂事件発生（15 班内） 

    １４(土) 第 7 回集会所改築プロジェクト検討委員会：協賛金募集要領等について協議 

    １８(水) 第 4 回町連定例会：公民館 

    １９(木) 福寿会新年会：西インターテルメ金沢・33 名参加 

    ２０(金) 集会所改築「荒屋会館」建設事業趣意書全戸配付 

    ２１(土) 第 23 回悠々サロン月例会、ネットサークル定例会（町会だより 25 年分をデ 

ジタル化決定） 

    ２１(火)「荒屋会館」建設事業趣意書を町外関係者に郵送（58 通） 

    ２４(火) 集会所仮移転先予定について武林宅管理者と打合せ 

    ２４(火) 安全パトロール 3月分当番表作成 

    ２５(水) 武林宅家屋調査：PM1:00～管理者金子夫妻・町会長・東川総務部長 

・芝田（悠々サロン） 

２７(金) 森田建治さん（15 班）死去：回覧文書発行（1日通夜・2日葬儀） 

    ２８(土) 第 2 回定例役員会 

（３月） 

      ２～  荒屋会館建設事業協賛金募金活動                                            

      ４(水) 町会だより№177 号発行 

       ７(土) ネットサークル定例会：既発行紙ベース町会だよりのデジタル化取り組みを 



決定 

    １６(月) 集会所改築設計業務委託費支払い：五井建築設計研究所へ 1,554,000 円振込 

     １８(水) 金沢北部地区外環状道路等整備研究会発会式：公民館 PM7:00～町会長・総務 

部長出席   

    １８(水) 公民館委員・婦人会連絡員・安全パトロール隊員募集調査票回収 

                      (安全パトロール隊員新規 2名応募) 

   ２１(土) 第 24 回悠々サロン PM1:30～（集会所） 

     ２１(土) ネットサークル定例会 PM7:30～（集会所） 

    ２６(木) 福寿会役員会：集会所 AM10～ 

     ２６(木) 町会実態報告書・公民館委員推薦書・健康推進委員推薦書・婦人会連絡員報告 

書等の各書類を公民館へ提出 

    ２６(木) 市一斉美化デーごみ袋、ごみステーション用「ごみの出し方」看板 2枚、グッ 

ドマナー宣言看板 1枚受領 

    ２７(金) 集会所補助金申請に係る土地所有権移転を証する土地登記簿謄本提出 

：市民参画課 

    ２７(金) 街路灯取り替え（場所：10 班）申請書提出：防災管理課 

    ２７(金) 花苗配付認定申請について花と緑の課と打合せ（歌壇面積を調査の上申請書 

提出予定） 

    ２７(金) 福寿会総会資料作成支援：集会所 PM2:00～ 

     ２８(土) 第３回定例役員会 

     ３０(月) 荒屋会館建設事業協賛金募集締め切り 

    ３１(火) 平成 20 年度悠々サロンスタッフ反省会・次年度企画打合せ会：集会所 PM7:00～ 

     
*** 町内のトピックス *** 
 すっかり地元に根付いて営業していた金信森本支店となりのシメノが、今月１０日を以て閉 

店になりました。閉店の理由は、借 

地契約の期限満了のためとか。 

町内には無くてはならない店舗と 

して利用者が多くあり、高齢者から 

「遠くには買い物に行けない。困っ 

た。」という声が多く出ています。 

 既に跡形もなく更地になりました。 
その跡地に計画されている施設は次 

のとおりです。 

事業の名称：ケアホーム清泉の宿「福久」 
用途：老人福祉ホーム 
建物構造：鉄骨造５階建て 
延べ床面積：1,997.18 ㎡ 

                              着手予定日：H21.8.1 完成予定日：H22.2.1 
 

 少子高齢化社会には、このような施設はまだまだ不足しているようですが、町内の住民にとっ 

ては、シメノがなくなるダメージの方が大きいと考えられます。 

 跡形もなくなった風景は一抹の寂しさが漂っています。 


