
 

  
町会だより NO.１９５号 

 

平成２３年 ８月 ８日 

荒 屋 町 住 宅 団 地 町 会            

                    
 

 

☆☆☆≡荒 屋 団 地 夏 ま つ り≡☆☆☆ 
         第４６回納涼盆踊り大会は８月２０日（土）に開催 

特別アトラクション「歌とトークの三輪一雄ショー」にご期待下さい！ 
      

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 46 回目を迎えることとなりました。 

去る 7 月 23 日、第 3 回拡大役員会に併せ夏祭り実行委員会を開催し、今年の盆踊り大会 

の実施要領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先に配付したチラシのとおり、イベントでは初めての試
みとして、ＦＭラジオ金沢でお馴染みの日本キャニオン専属歌手三輪一雄さんに出演を依頼
し、歌と楽しいトークをお楽しみいただく企画をしましたので、どうぞご期待ください。 

また、昨年好評であった赤飯を格安で販売するほか、缶ビール、ジュース等も格安に販売
することとしましたのでご利用いただきますようお願いいたします。 

なお、子ども会では模擬店を独自で開店するとともに、来場する幼児から児童の全員にお

やつ袋が配付されることになりました。 

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、先に回覧したとおり、練習日当日に踊り手さんの浴衣を配付しますが、個人的に浴
衣を着用された方のクリーニング代金を町会負担といたします。 

            記 

練習日  ８月１８日、１９日の２日間 

場  所 荒屋会館 3 階ホール 

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 中山純子先生 

 

２ 災害に備え、8 月２８日（日）千坂校下自主防災訓練が実施されます 

町内避難訓練（1世帯 1名以上）・食糧供給訓練を実施した後、自主防災会役員 

（班長及び各組織代表者等を除く）は千坂公民館で開催の防災に関する講習会を受講 
 

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４月 29 日に開催した第 2 

回拡大役員会において、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は下記のとおり、防災訓練を実施することになりました。 

                 記 

１．各町内独自の避難訓練 

(1)避難訓練：ア．8 月 28 日（日）午前 7 時 30 分までに 1 世帯 1 名以上が児童公園に集合 

      イ．各班長は避難状況確認表に所定欄に記入しブロック長に提出 

ホームページURL http://www2.spacelan.ne.jp/~arayadanti/  
メールアドレス      arayadanti@m2.spacelan.ne.jp 



      ウ．総務部長は町会用集計表の所定欄に記入し、自主防災会本部（公民館）に 

提出する 

 (2)食糧供給訓練：各班長による非常用食料（100 食）の炊き出しと供給訓練（参加者に配給） 

 ２．校下自主防災会の防災に関する講習会：各町会に参加要請のある人員（荒屋団地町会は 

8 名の割当につき町会役員が参加） 

 災害は何時発生するかわかりませんが、万一に備え町内の一人一人が避難訓練に参加し、災 

害に強い地域づくりに真剣に取り組みましょう。 

 

３ 第４６回千坂校下町会対抗バレーボール大会 
健闘するも決勝トーナメント進出ならず 

 

 千坂校下バレーボール大会が去る 7 月３日

森本市民体育館において開催され、選手の皆

さんが大いに健闘されました。 

試合は４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。 

試合経過は１セット１５：１０と敗れたもの

の、２セットは太田選手のサーブがよく決まっ

たことや、選手全員の動きが機敏になったこと

が勝因となり、１５：７で勝ち星を獲得！ 

試合は点数差により、この試合は貴重な勝 

利を挙げることができました。 

当町会は平成２０年に７年ぶりに出場をし、今回で３回目の出場にして初めての勝利です。 

どのメンバーも運動能力に優れたものを持っていますが、練習する時間がないため中々勝利 

に繋がりませんでしたが、これを機に合同練習をして強化してもらいたいと願わずにはいられ 

ません。 

さて、２試合目の対戦相手は、昨年優勝の法光寺 Aチーム。 

さすがこのチームとの対戦は瞬く間に２セットが終了し敗退してしまいました。 

来年は是非とも捲土重来を期したいと考えます。 

選手の皆さん、応援の皆さん、ありがとうございました。 

 

４ 各種同好会の活動に参加しませんか 
 

荒屋会館の利用促進策として各種同好会を立ち上げて 1 年と４ヶ月となりました。お陰様

で、各同好会は代表者のご尽力と会員相互の協力のもと、回を重ねる毎に内容が充実し、参

加者からとても楽しいという声が聞かれるようになりました。 

一部の同好会を除き、まだ入会できる同好会がありますので、希望される方は代表者まで

申込み下さい。 

入会可能な同好会は次のとおりです。 

●生け花同好会 ●映画同好会 ●囲碁将棋同好会 ●子育て同好会 ●グラウンドゴルフ



同好会 ●ネットサークル ●茶道同好会 ●生け花同好会 ●演芸同好会 

なお、各種同好会の開催日、代表者の連絡先等については、別紙「趣味の会（同好会）等の 

荒屋会館利用計画表」を参照してください。 

 同好会活動は地域のコミュニティ強化と住民相互の絆づくりに極めて大きな効果があります。

皆さんの入会をお待ちしています。 

 

５．ちさか地域安全パトロール隊の登録にご協力ください 
 

 ちさか地域安全パトロール隊は、各町会が一斉に学童登下校時の安全見守りを実施している 

ところですが、当町会の隊員登録者が減少したため、原則週１回の当番が複数回となっている 

隊員があります。 

 当町会と世帯数が同規模の町会では、隊員登録者が５０数名に登っております。 

 当町会にも１週間に１時間だけ、地域に貢献したいとお考えの方が多く潜在しているものと 

確信しております。何卒お力をお貸しくださるようを切にお願いいたします。 

 連絡先：町会長 中屋保雄（257-6691）又は、荒屋団地責任者 中川重次（258-3362） 

６．金市町交叉点に横断歩道設置要望について 

 金市町交叉点には歩行者用信号設置個所に、横断歩道が 1 カ所のみ設置されているところで 

すが、交叉点から金信森本支店方向の道路において、山側と海側に向けて横断する歩行者がか 

なり多く、交通事故の発生が懸念されるため、東警察署に横断歩道設置の要望書を提出するこ 

とにしました。 

 このことについて、事前に谷内県議のご尽力で当局と協議されて設置の内諾を得てあるとこ 

ろです。 

 町会は、可及的速やかに要望書を作成して提出したいと考えています。 
 

 

担当副会長 ６班 堂口多津子 

浴衣の配布に関するお知らせ                

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、１８，１９日の７時から９時半になっておりますので、その日の時間内にお越し 

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。（６班堂口 TEL258-5880 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。 



趣味の会（同好会）等の荒屋会館利用計画表 

 

 

 

 

 

整理

番号 
趣味の会名称 会員数 代 表 者 電話番号 実施日 開催時間 摘    要 

01 囲碁・将棋   3 中屋 保雄 257-6691 毎週金 10～12 会員募集中 

02 写真     3 竹林 正人 258-2928 1･3週土 17:30～ 
会員募集中 

ﾈｯﾄｻｰｸﾙと同 

03 カラオケ    11 中屋 保雄 257-6691 月・金 14～16 

会員募集中 

(2~3 名程度) 

3F 

04 クラフト    11 打林 悦子 258-1551 第 2 火  13～16 
会員募集中 

2F 

05 フリー     6 中屋 保雄 257-6691 フリー  フリー 
会員募集中 

〃 

06 料理    13 赤田すみ子 258-4255 第 3 金   9～13 
追加募集不可 

2F 

07 茶道     6 黒田由紀子 257-3690 2･4 金 13～16 

会員募集中 

（4~5 名程度） 

2F 

08 生け花（草月流）     7 皆戸 信子 257-7547 1･3 火 14～16 

〃 

（4~5 名程度） 

2F 

09 演芸     5  中屋 保雄 257-6691 未定   未定 
〃 

（10 名程度） 

10 子育て     2 土居本美代子 258-2965  〃   〃 
〃 

（10 名程度） 

11 映画     5 土居本美代子 258-2965 3 週火 13:30~ 

〃 

（10 名程度） 

3F 

12 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ    11 小谷内久米松 258-4680 毎週火  8～ 
会員募集中 

荒屋八幡公園 

13 ネットサークル    39 中屋 保雄 257-6691 1･3 土  19:30～ 
会員募集中 

3F 

14 悠々サロン 30～40 土居本美代子 258-2965 3 週土 13:30～ 
参加者随時募集 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ募集 

3F 

15 健康クラブ   11 打林 悦子 258-1551 毎週水  19:00～ 
追加募集不可 

2F 

16 町会定例役員会   8 町会長 257-6691 4 週土 19:30~ 3F 

17 書道教室 (部外) 斉藤 紫苑  毎週土 10:00～ 
受講者募集中 

2F 


