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荒屋会館新築工事起工式（地鎮祭）が開催され、工事の安全を祈願 
～新館 3月 15 日完成～を目指して、9月初旬から待望の本格的工事に着手！ 
 

 町会は去る 8月 30 日（日）、更地化された集会所跡地において荒屋会館新築工事の起工式 
（地鎮祭）を盛大に開催し、工事の安全を祈願しました。 

出席者は町会役員、町会関係各組織代表者、並びに集会所改築積立金制度を立ち上げられ 

た儘田元町会長、高額の協賛金募金に応募された小出元町会長を含め、鈴木建設(株)鈴木規 

秀専務取締役、(株)五井建築設計研究所西川代表取締役社長ほか総勢 30 名が列席し、厳かに 

執り行われました。 

 町会にとっては、老朽化した集会所の 

建て直しを実現させるため、17 年前から 

こつこつと改築資金を積み立ててこの日 

が来るのを待ちわびてまいりました。 

長年の悲願であったこの荒屋会館新築 

は、町内住民のほか、近在の篤志家の皆 

さんや、県、市の行政からも少なからぬ 

資金のご援助を賜り、めでたく工事着工 

のスタートラインに立つことができまし 

た。この記念すべき良き日を迎えること 

ができ、皆さんと共に心から祝福するも 
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のであります。 

荒屋会館は地域コミュニティの拠点としてだけでなく、地域文化の発信基地としての役割 

と期待を背負っております。地鎮祭を厳かに滞り無く済ませまることができましたのも、ひ 

とえに町会の皆様、地域の皆様、そしてまた着工に先立ちまして、計画段階から多くのご指 

導とご協力を賜りました株式会社五井建築設計研究所様には改めて御礼を申し上げます。 

 これにより工事が始まりますので、近隣の皆様には工事車両の出入りや騒音等でご迷惑を 
おかけすることになりますが、何卒ご理解の上お許し頂きたくお願い申し上げます。 
 工事をお引き受け頂く鈴木建設株式会社は、市内の業界でも屈指の施工実績を誇る企業で 
あり、町会も絶大な信頼を寄せているところです。 
 工事施工に携わられる関係者の皆様にはこれから７ヶ月間にわたりご尽力をお願いするこ 
とになります。工事の安全と建物の無事完成を心より祈念いたします。 
  

２ 千坂校下社会体育大会が９月２７日（日）に開催されます 
  吾が町会の総力を挙げて今年こそ優勝杯の奪還を！ 
 

千坂校下の第５６回社会体育大会が９月２７日(日)、千坂小学校グランドで開催されます。 

昨年の大会では当町会は代表選手を含め約１２０名が参加し、町会対抗競技５種目のうち 

３種目を制覇しましたが、惜しくも第３位にとどまりました。しかし、綱引き競技では、５ 

連続優勝の偉業を果たし、他町会の精鋭部隊を沈黙させることができました。 



今年も荒屋団地町会の総力を結集してＶ２の栄冠を奪取するため、皆さん方の絶大なるご 

協力とご声援をお願いいたします。 

 本大会の詳細や町会対抗競技への出場選手については、別途ご案内しますが（大会プログ 

ラムの配付は公民館の都合により１２日以降となります）万障お繰り合わせのうえ出場方よ 

ろしくお願いいたします。また、当日は下記により２組のテント組み立てを行いますので、 

各班長さんや青年部の皆さんのご協力をお願いいたします。 

なお、都合で参加申込みをしなかった方は、２４日までに班長さんまで申し出てください。 
 

記 

     １．テント、ブルーシート、ゴザ等の積み込み：午前７時南小公園集合 

     ２．千坂小グラウンドでテント設営：午前７時３０分頃から(運搬車到着次第) 

     ３．テント撤去運搬格納：社会体育大会終了後、上記機材の積み込み運搬格納 

     ４．その他：反省会 午後６時３０分から（集会所） 
                
３ 敬老の日に永年の地域社会貢献に感謝の気持ちをこめて、７０歳以上の 

高齢者（世帯単位）に紅白饅頭をお贈りします 
 ７０歳以上の高齢者は１５１名（９月１日現在） 
                        

町会は敬老の日に先立ち、９月２０日に今年も昨年同様７０才以上の高齢者を有する世帯 
（１１３世帯）へ、ささやかではありますが、紅白の饅頭をお贈りし、永年にわたる地域へ 
のご協力に感謝するとともに、ますますのご健勝を祈念いたします。 
 
４ 千坂校下市民防災訓練で情報収集伝達訓練と避難訓練が実施されました 
       災害に備え、児童公園において 100名が緊急避難訓練に参加 
 
８月３０日（日）午前９時から、児童公園において防災訓練が実施されました。訓練内容 
は、班長による情報収集訓練と一般住民の避難訓練でした。 
 約１００人も自主的に参加され、防災に対する関心の高さが示されました。避難訓練に参 
加した人に、日頃の防災の備えについて説明のあと資料が配付され、班長さんにはアルファ 
米のサンプルが１袋づつ配られ、現物を手に調理方法等の説明がありました。 
これを機会に、防災の備えをされるようお願いいたします。 
訓練に参加された班長は毎年替わりますが、いざという場合は今回の訓練の体験を生かし 

て指導的立場で行動をお願いしなければならないと考えます。 

町会は今回の震災訓練を踏まえ、安全と安心ができる自主防災会を確立するため、さらに 

努力して参りますので、皆様のご支援とご協力をお願いいたします． 

 
５ 第４４回納涼盆踊り大会が今年も盛大に開催されました 

櫓を中心に大きな輪、模擬店盛況、赤飯完売！皆さんのご支援に感謝いたします 
 
去る８月８日、町会の伝統行事として定着している荒屋団地夏祭り盆踊り大会が盛大に開 

催されました。 

 昨年は天候不順で開催が危ぶまれたことから、今年は最も気候が安定している８月初旬に 

開催日を変更して計画を進めていたところ、一向に夏らしい日がなく今回も天候が心配され 

ましたが、当日だけが好天に恵まれ、お蔭様で大勢の参加者で賑わい、主催者としてこのう 

えなく喜ばしく思っています。 



気になっていた天候も味方して 

大きな踊りの輪ができました。 

これも開催までご尽力をいただ 

いた皆様方のお蔭と感謝に堪えま 

せん。 

青年部の模擬店も繁盛して、終 

了時間の 30 分前には完売、ちなみ 

に焼きそば 90 食が出尽くしたそう 

です。悠々サロンでは、赤飯 178 

食が完売、さらに、今年初めて模 

擬店を出店した子ども会育成部も 

子ども達の大人気を得て大いに賑 写真撮影：小竹基博さん(15班) 
わいました。 

 今回は仮移転業務と重なり、役員・班長の皆様のほか、町会関係各組織の皆様にも過大な 

ご苦労をおかけし、ご尽力を賜りましたことに深く感謝申し上げ厚く御礼を申し上げます。 

また、今回は荒屋会館新築事業協賛金募集のご協力を仰いで間もない中にも関わらず、お 

陰様で町内外の皆様から沢山のご芳志をお寄せしていただき、予算計画の見込額を上回りま 

したことに厚くお礼申し上げます。 

なお、会計報告は別途総会で行いますが、今回も支出抑制に努力した結果、余剰金が見込 

まれるため、役員会では昨年と同様に次回の盆踊り大会特別会計予備費として処理すること 

を決定しましたのでご周知ください。 

  
６ 文化・体育功労者並びに文化奨励賞の受賞対象者調査について 
 
千坂公民館主催の文化祭が１１月１日（日）開催されますが、校下に居住する市民（団体）

で、特に顕著な功績のあった者（団体）の栄誉をたたえ表彰する規定に基づき、各団体長ま

たは町会長は一定の基準により被表彰者を推薦することになっています。 
つきましては、下記基準を満たす人がありましたら町会長（257-6691）までご連絡くださ
い。 

【体育功労者】 
１．市の大会において優勝を獲得した者（団体） 
２．県の大会において準優勝以上を獲得した者（団体） 
３．全国大会出場者（団体） 
４．上記の表彰は、年度ごとの成績によって行うので連続受賞も対象とする 
【文化奨励賞】 

    文化、学術、芸術、工芸、芸能、音楽、演劇など文化面の分野で実績が高く評価さ

れた者 
 
７ 集会所の仮移転が完了し、仮集会所の使用を開始しました 
 
 荒屋会館新築事業計画の進捗に伴い、去る８月２日、町会役員・班長・町会関係諸団体の

協力により、集会所取り壊しに先立って仮集会所へ、備品類・関係帳票等の運搬を行いまし

た。８月１０日には、前日の盆踊り大会反省会に使用した物品等を運搬し、全ての移転が完

了しました。 

 移転先住所：荒屋町イ７番地５（９班元林宅横） 



８ 平成２１年度下期のごみ当番表、並びに、平成２１年度下期~２２年度上期
集会所清掃当番表について 

 
標記の各種当番表を作成中ですが、集会所については新館の清掃について検討を要するた

め、２２年度はとりあえず３月までの当番表としますからご周知ください。 
 
９ 荒屋会館の利用促進を図るための各種クラブ創設について 
 
 来年３月１５日完成予定の荒屋会館は、地域住民のコミュニティ強化促進を目的として建

設されます。現在、その利用促進策を検討中ですが、常時開放された会館とすることをコン

セプトに、荒屋団地住民が広く利用できる誘導策として、各種クラブの創設を行うこととし

ます。 
 そのため、近日中にクラブ参加者募集を行うこととしますので、お気軽に応募されますよ

うお願いいたします。 
 
１０ 防犯・防災について 
 
 千坂校下近辺で発生した連続放火事件について、千木町駐在所から不審な行動をした少年

を補導したので、今後そのような事件発生の懸念は薄くなったと報告がありました。 
 しかし、荒屋団地内住民から、灯油をドラム缶に貯蔵している家庭に隣接しているため、

非常に不安であると申し出があります。心当たりのある方は、法令に基づいた貯蔵としてい

ただくようお願いいたします。 
また、当地域に不審な行動をする若者が出没しており、若い女性は特に注意されるよう駐

在所から連絡がありましたので、普段見かけない不審人物を目撃された場合は千木町駐在所

又は町会役員まで速やかなご連絡をお願いします。 

１１ 転入のお知らせ 
13班（ﾛ 14-6）へ中川文博さんが転入されました。 
よろしくお願いします。 

6班（ｲ 184）林 幹彦さんが転出されました。 
ありがとうございました。 

 
おくやみ 

 
９班の元林外志男さん(85 才)が７月７日、13 班の中屋ふゆさん(90 才)が７月 24 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（４月～７月） 
 （４月） 

    ４月 １日 松野美津子さん（7班）死去：（2日通夜・3日葬儀） 

       ２日 町会行事災害補償制度加入金納入（Ｌ－ロ型）42,600 円 

       ２日 ちさか地域安全パトロール隊責任者会議 PM7:30～（公民館）中川重次氏出席 

       ３日 ちさか地域安全パトロール隊 4月分当番表作成 

       ４日 ネットサークル定例会 

       ８日 町会パソコンセキュリティ契約更新 

       ９日 千坂校下町連常任理事会 PM8:00～（公民館） 

      １１日 中村 友さん（2班）死去：（13 日通夜・14 日葬儀） 

      １４日 紺谷みさをさん(14 班）死去：（15 日通夜・16 日葬儀） 



１８日 第 25 回悠々サロン PM1:30～（集会所） 

      １８日 ネットサークル定例会 PM7:30～（集会所） 

      １９日 千坂校下各種諸団体総会 

               ①交通安全推進協議会 14:40～15:10 

               ②防犯委員会     15:20～16:20（荒屋団地町会防犯委員 8名出席） 

               ③自主防災会     16:30～17:00 

               ④町会連合会     17:00～18:30（荒屋団地町会長会計就任） 

            １９日 福寿会総会 AM11:00～ 

      ２０日 町会だより№178 号発行 

      ２２日 新谷みさのさん(13 班）死去：（23 日通夜・24 日葬儀） 

      ２５日 第 4回定例役員会 

      ２６日 町会関係各組織代表者会議 PM7:30～（集会所） 

      ２７日 町会用住民票の再整備と災害発生等の初期活動に要する有資格者の調査（回覧）  

      ２８日 第 31 回町会対抗ソフトボール大会申込み締切 

      ３０日  千坂公民館運営審議会 PM7:30～（公民館） 

（５月） 
    5月 １日 千坂地区社会福祉協議会常任理事会 PM7:00～（公民館） 
       ２日 ネットサークル定例会 

       ８日 花壇用花苗配付について緑と花の課より通知 

       ８日 千坂地区社会福祉協議会第 26 回通常総会：PM7:30～（公民館） 

       ９日 町会用住民票の再整備と災害発生等の初期活動に要する有資格者の調査票回収 

１０日 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） 

１１日 諸団体協議会常任理事会：PM7:00～  （公民館） 

１１日 町会用住民票と被災時初期活動に要する有資格者の調査票集約：町会長保管 

１１日 交通量の増加に伴う通学路横断歩道の信号機の設置について 

    ：東警察署長あて要望書提出（町連会長・荒屋町会長・荒屋団地町会長連名） 

１５日 グラウンドゴルフ大会参加申込み締切 

１６日 第 26 回悠々サロン：PM1:30～（集会所） 

１６日 ネットサークル定例会：PM7:30～（集会所）                                      

１７日 金沢市一斉美化清掃デー（側溝泥あげ） 

１７日 日本赤十字社費封筒回収集約                                          

１８日 日本赤十字社費納入：協力件数 214 件 概算額 138,600 円（昨年度 231 件 148,150 円） 

１８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     

２２日 所司原商店より道路舗装損傷による振動被害申し立て 

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

２３日 道路舗装工事（夜間・昼間）のお知らせ回覧 

２５日 劔地幸代さん（８班）死去（通夜 27 日、葬儀 28 日） 

２８日 岡田芳子さん（10 班）死去（通夜 29 日、葬儀 30 日） 

３０日 荒屋団地子ども会提灯行列：雨のため中止 

３０日 第 5回定例役員会：PM7:30～（集会所） 

３１日 第 15 回千坂校下町会対抗ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会：雨のため中止 

３１日 三地区合同戦没者慰霊祭：PM2:00～（小坂町 行雲寺） 

 （６月） 
    ６月 ５日 集会所改築計画工程打合せ：(株)五井建築設計研究所代取社長西川英治氏（集会所） 

６日 ネットサークル定例会 

７日 放火事件発生現場調査（５班内） 

       ９日 集会所改築計画工事請負候補者打合せ 

：(株)五井建築設計研究所代取社長西川英治氏（集会所） 

      １０日 千坂校下健康推進連絡会 健康推進委員会：PM7:30～（公民館）                    

      １３日 第 2回拡大役員会、平成 21 年度自主防災会総会 PM7:30～（集会所） 

           町内ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 1 ヶ月実施決定                    

      １５日 荒屋会館建設工事現説：豊蔵組、兼六建設、鈴木建設、荒木木材工業 

      １５日 町連常任理事会：PM7:00～（公民館） 

      １８日 鈴木婦美子さん（6班）死去：通夜 19 日、葬儀 20 日） 



      １９日 町連定例会：PM7:30～（公民館） 

      １９日 荒屋会館建設事業協賛金 1件受領：(有)美利善 30,000 円（金市町） 

      ２０日 花壇用花苗配付（ベゴニア 1箱・サルビア 1箱・インパチェンス 1箱：卯辰山公園 

駐車場） 

      ２０日 第 27 回悠々サロン:PM1:30～（集会所）                                            

      ２０日 ネットサークル定例会：PM7:30～（集会所）                                       

      ２１日 集会所仮移転備品等整理（役員･子ども会･青年部･悠々サロン･ﾈｯﾄｻｰｸﾙ）：AM9:00～    

      ２２日 蓮田殺虫剤散布の苦情申し立て：金沢市地域保健課 234-5102 へ善処要望 

      ２２日 千坂ボランティアスタッフバス研修：富樫町地内教育プラザほか 

      ２６日 荒屋会館建設工事費見積書受付（４社：鈴木建設、兼六建設、豊蔵組、荒木木材工業） 

２６日 千坂消防分団操作競技ブロック優勝慰労及び訓練視察：町連 PM7:30～（ほがらか村） 

２６日 蓮田薬剤散布苦情処理の問い合わせ：県央農林事務所 

２６日 安全パトロール 7月分当番表作成 

２６日 荒屋会館建設事業協賛金 1件受領：(株)宇野製作所 50,000 円（金市町） 

      ２７日 第 6回定例役員会：PM7:30～（集会所）                                            

      ２８日 集会所仮移転備品等整理（役員･子ども会･青年部･悠々サロン･ﾈｯﾄｻｰｸﾙ）：AM9:00～ 

      ２９日 町会だより№１７９号発行 

      ２９日 荒屋会館建設請負者選考打合せ：(株)五井建築設計研究所代取社長西川英治氏（集会所） 

 （7月） 
    ７月 １日 仮集会所として借用する 9班武林邸の管理人と賃借条件等協議 

       ３日 市民防災訓練指導員研修会：消防局防災センターPM1;20～ 
３日 千坂防犯委員会（放火事件多発対策協議）：PM7;30～（公民館） 

       ４日 ネットサークル定例会 

       ５日 第 45 回千坂校下町会対抗バレーボール大会：森本市民体育館 開会式 8:30～    

       ７日 9 班元林敏雄外志男さん（85 歳）死去：通夜 8日、葬儀 9日 

       ７日 仮集会所建物賃貸契約締結：所有者 9班武林郁哉氏代理人金子吉則氏 

       １１日 荒屋会館新築工事請負契約締結：鈴木建設(株)請負金 38,850,000 円 

       １１日 盆踊り大会後援申請：北國新聞社事業局 

      １１日 4 班新村美代子さん（84 歳）死去：通夜 12 日、葬儀 13 日（家族葬） 

      １６日 町連定例会：PM7:30～（公民館） 

      １８日 福久南町会盆踊り大会：ご祝儀贈呈 

      １８日 第 28 回悠々サロン：PM1:30～（集会所）        

      １８日 ネットサークル定例会：PM7:30～（集会所）                                 

      １９日 救急法講習会：PM1:30～（公民館） 

      １９日 第 3回拡大役員会・夏祭り実行委員会：PM7:30～（集会所） 

       ２２日 盆踊り大会用イス・テーブル・ゆかた公民館借用書提出 

      ２４日 柳瀬川改修促進期成同盟会総会：森本市民センター（東川総務部長代理出席） 

      ２４日 13 班中屋ふゆさん（90 歳）死去：通夜 25 日、葬儀 26 日 

      ２６日 ～27 日（月）福寿会研修旅行:七尾市方面                         

      ２７日 第 7回定例役員会：PM7:30～（集会所）                                     

       ２９日 ノートパソコン購入（悠々サロンから６万円の補助金を受け、共用品扱いとする） 

記録写真より 
防災避難訓練（8月 30日）             荒屋会館新築工事地鎮祭（8月 30日） 

 


