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1.1.1.1.     荒屋町住宅団地町会設立荒屋町住宅団地町会設立荒屋町住宅団地町会設立荒屋町住宅団地町会設立５０５０５０５０周年記念事業周年記念事業周年記念事業周年記念事業「「「「第第第第１１１１回実行委員会回実行委員会回実行委員会回実行委員会」」」」開催開催開催開催！！！！    

 

３月１６日（金）PM8：00 より荒屋会館３階において、荒屋町住宅団地町会設立５０周年記念

事業「第１回実行委員会」が開催されました。３月１１日までに当田副会長の尽力により、８名

の実行委員の方が選出され、初顔合わせの会合が執行部役員合同で行われました。 

 各委員から順次、記念事業についての活発な意見が出され、結果「記念誌の発行」をまず第一

義に行い、予算の状況によりその他の事業も企画開催する事を決定しました。 

又、委員会組織もあわせて協議されました。（委員会名簿参照）今後、町会長、委員長連名の

書面で、記念事業のための様々な要望、要請をさせて頂く事になると思いますが、宜しくご支援、

ご協力をお願いいたします。 

      荒屋町住宅団地町会設立５０周年記念事業実行委員会名簿 

        

委員長  中屋 保雄  (11 班)   委 員 堂口 多津子  （9 班） 

副委員長 盛田 秀好  （8 班） 委 員 中川 重次  （10 班）  

委 員  竹林 正人  （1 班） 委 員 赤田 すみ子 （14 班） 

委 員  土居本美代子 （6班） 事務局 当田 貞雄   （6 班） 

委 員  山岸 博    （6 班）  事務局 中山 良一   （8 班） 

ｵﾌﾞｻｰﾊﾞｰ 田上 吉紀   （5 班） 

 

２２２２．．．．第第第第２２２２回合同役員会回合同役員会回合同役員会回合同役員会（（（（執行部執行部執行部執行部・・・・班長班長班長班長））））がががが開催開催開催開催されるされるされるされる    

３月２３日（金）PM8：00 より荒屋会館３階において、第２回合同役員会が開催されました。

最初に各班長さんに班内の問題点がないかとの質問をしたところ、複数の班長さんより「最近、

町内で犬の糞が目立つ、なんとかしてほしい」との意見が出ました。 

他の班長さんからは「他町会の人も通りかかるので、一概に当町会の人のせいとは言えない」

との意見も出ており、この問題に関して、田上町会長が千坂校下町会連合会会議席上で問題提起

をする事に決まりました。いずれにせよ極めて不衛生ですので、犬を飼っている会員はくれぐれ

もルールを守ってくださるようお願いいたします。 

平成２４年度の千坂校下行事予定の案内がありました。（下記項目を参照ください） 

田上町会長からは、５月１３日の「町内公園の草刈り」と５月２０日に開催予定の「餅つき大会」

についての説明があり、各班長さんへの協力要請がなされました。 

 

※お詫び※ ３月２３日開催の合同役員会において、各班長さんに連絡が滞ってしまいました。

申し訳ございません。 
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平成２４年度千坂校下、荒屋町住宅団地町会行事予定(主な行事)  

※詳細は各戸配布の「教室＆校下行事のご案内」を参照ください。 

○平成２４年度千坂校下行事予定 

5 月 13 日(日)   全市一斉美化清掃デー（町内ミゾ泥上げ） 

5 月 27 日(日)   第３４回千坂校下町会対抗ソフトボール大会  

6 月 3 日(日)   第１８回町会対抗グランドゴルフ大会 

7 月 1 日(日)   第４８回町会対抗バレーボール大会 

8 月 4 日(土)   千坂校下納涼盆踊り大会 

8 月 27 日(日)  千坂校下防災訓練 

9 月 21 日(金)  千坂校下敬老会（社会福祉協議会） 

9 月 30 日(日)  第５９回千坂校下社会体育大会  

10 月 21 日(日)  全市一斉美化清掃デー 

10 月 28 日(日)  第３５回千坂校下文化祭 

1 月 13 日(日)  平成２４年度千坂校下成人式 

 

○平成２４年度荒屋町住宅団地町会行事予定                        

5 月 13 日(日)  公園草刈り（執行部役員・班長） 

5 月 20 日(日)  第４回世代間交流事業「餅つき大会」 

8 月 5 日(日)  公園草刈り（執行部役員・班長） 

8 月 11 日(土)  荒屋町住宅団地町会第４７回納涼盆踊り大会（雨天の場合は１２日） 

8 月 26 日(日)  荒屋住宅団地町会防災訓練 

10 月 21 日(日)  歩道清掃、公園草刈り（執行部役員・班長） 

11 月 4 日(日)  荒屋町住宅団地町会５０周年記念事業式典・文化祭 

11 月 未 定   第３回全世代ふれあい交流会 

 

3333．．．．荒屋町住宅団地町会荒屋町住宅団地町会荒屋町住宅団地町会荒屋町住宅団地町会５０５０５０５０周年記念事業周年記念事業周年記念事業周年記念事業（（（（正式名称正式名称正式名称正式名称））））にににに決定決定決定決定！！！！    

「「「「第第第第２２２２回実行委員会回実行委員会回実行委員会回実行委員会」」」」開催開催開催開催！！！！    

 

３月２８日（水）PM8:00 より荒屋会館３階において、荒屋町住宅団地町会設立５０周年記念事

業「第２回実行委員会」が開催されました。最初に中屋委員長より記念事業の名称を統一したい

旨の提案があり、協議の結果「荒屋町住宅団地町会５０周年記念事業」を正式名称と定めました。    

又、「記念誌」の発行について、盛田副委員長よりワークスケジュールの概略説明があり、来

年１月の総会での配布を目指して、全力で取り組む事を確認、企画として初代居住者、２世代グ

ループの方々による「座談会」を開催し、その内容を掲載する事を決定、次回の委員会までに町

会長、委員長連名の要請書（案）を作成する事になりました。 

又、その他の記念事業についての討議の中で、１１月４日（日）に記念事業の式典を兼ね、町

会各組織、各種同好会の共同企画による「５０周年記念事業・文化祭」を開催する事に決定いた

しました。（会場は只今確認中ですが、協和工業(株)様のホール、又は千坂公民館の予定です。） 

新しく、委員会事務局に太田副会長（ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ担当）が入会する事になりました。 



 
 

４４４４．．．．各部会新役員各部会新役員各部会新役員各部会新役員とととと町会執行部町会執行部町会執行部町会執行部とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会をををを開催開催開催開催！！！！    
 
４月５日 PM7:00、8:00 から荒屋会館 3 階において壮青年部、子供会育成委員会新役員と町会

執行部による「意見交換会」が行われました。それぞれの新役員については、６項目の委員決定

欄を参照ください。 

様々な意見交換の中で、青年部の会員募集について町会執行部、青年部合同で勧誘を行う事に

決定。４月から戸別訪問を開始する事になりました。 

 子供会育成委員会新役員からは「子供会用倉庫」（倉庫費用は子供会負担）を設置したいとの

要望があり、町会長が市役所に確認する事になりました。壮青年部、子供会の方々には５月から

開催されます各町会行事に協力要請をお願いし、会合を終了いたしました。 
 翌日の６日（金）PM5:30 より荒屋会館３階において、福寿会役員との「意見交換会」を行い

ました。 

 様々な討議に中で一番の関心事は、福寿会会員が高齢化し（会員の７５％が８０歳以上）、各

行事に身体的な不都合や高齢のため参加出来ないという問題点や、６０～７０歳までの会員が殆

んどいないため、今後の会運営がうまく機能していかないという心配事でした。会員を増やす方

法として、町会長名による募集の回覧をまわす事や、執行部、福寿会役員合同で会員を勧誘する

事を決めました。 

  

５５５５．．．．５５５５月月月月１１１１3333 日日日日（（（（日日日日））））はははは一斉美化清掃一斉美化清掃一斉美化清掃一斉美化清掃デーデーデーデー・・・・泥泥泥泥あげのあげのあげのあげの日日日日ですですですです（（（（雨天決行雨天決行雨天決行雨天決行））））    
－－－－皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの手手手手でででで自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの住住住住むむむむ町町町町をきれいにしましょうをきれいにしましょうをきれいにしましょうをきれいにしましょう－－－－    

 

５月１３日（日）は金沢市において一斉美化清掃デー・泥あげが予定されており、側溝泥あげ

と、美化清掃を同時に実施いたします。 

美化清掃に必要なごみ袋は各班長さんに配付しておきますので、必要な方は各班長さんへお申

し出ください。燃やすごみ、燃やさないごみに分別して AM7:30 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下記の留意点を確認の上、行ってください。 

 

(1) 土のう袋は一戸あたり２枚配布しますが、足りない方は遠慮なく、各ブロック長さんに申し

出てください。 

(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、班長さんにお返しください。（市が返納を要請しています） 

 
※注意点※ 
 

 美化清掃デーで南小公園に出す、燃やすゴミ・燃やさないゴミとは、側溝に落ちているゴミや
公共道路、公園に落ちているゴミの事です。 
 家庭からでるゴミは、決められた収集日に出して下さい。 

 
 



 
 

６．平成２４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いたしました。今年度 1年間よろしくお願いい

たします。 

 【公民館委員】 

   下島 康路（ 2 班) 

  【防犯委員】 

    田上 吉紀（ 5 班）   元 めぐみ（4班)  中山 良一 ( 8 班） 本間   巌（12 班） 

   山本 外吉（16 班）  当田  貞雄 (6 班） 太田  淳（15 班） 竹林 正人（ 1 班）   

【健康推進委員】 

   中屋 保雄（11 班)  寺本 美樹子（5班） 皆戸 信子（16 班） 

【校下婦人会連絡員】 

土居本 美代子（6班） 北永 久美子(14 班) 

   

新年度の町会関係各部会の役員が次のように決まりました。  

【子供会育成委員会】 

育成部長  竹本 かおる  ( 2 班・257-7665） 

副部長    北永 真起子  (13 班・258-6559）  副部長   南  陽子（13 班・257-9937） 

副部長    稲本 幸子    ( 3 班・258-2840)   会 計  桶谷 恭子（11 班・257-5204） 

少 連   越野 佑佳里 （ 8 班・257-6775）  少 連  竹中 由美（ 6 班・258-5222） 

書 記   喜多 理奈    (16 班・288-0011） 

【壮青年部】 

部 長  下島 康路（ 2 班・258-2723）  

副部長   池上 淳司（15 班・青年部担当・258-9332） 

副部長   谷  光哉（15 班・壮年部担当・258-2225） 

【福寿会】 

  会 長  小谷内  久米松 (13 班・258-4680） 副会長   水上  竹次郎( 4 班・257-3875) 

副会長  土居本  美代子（ 6 班・258-2965） 会 計   稲本  二美枝( 3 班・258-2840) 

   

7777．．．．荒屋町住宅団地町会荒屋町住宅団地町会荒屋町住宅団地町会荒屋町住宅団地町会５０５０５０５０周年記念事業周年記念事業周年記念事業周年記念事業「「「「第第第第３３３３回実行委員会回実行委員会回実行委員会回実行委員会」」」」開催開催開催開催！！！！    

 

４月１１日（水）PM8:00 より荒屋会館３階において、荒屋町住宅団地町会５０周年記念事業「第 

３回実行委員会」が開催されました。前回決定された記念誌掲載記事の依頼、座談会参加要請書

類の内容検討を行い、正式な書面にて４月２０日以降に該当の方に持参、要請をお願いする事に

なりました。又、原稿依頼、写真提供の提出期限、座談会の日程は以下のとおりです。 

(1) 原稿依頼の提出期限    …５月１０日（木） 

(2) 初代居住者対象座談会   …４月２９日（日）PM1:30～ 

(3) 町内居住者二世対象座談会 …４月３０日（祝）PM7:30～ 

(4) 町会活動、町内の変遷等の写真提供期限（ネガ以外） …５月１０日（木） 

※座談会の会場は荒屋会館３階にて開催。原稿、写真届け先は各班長まで 



 
 

８８８８．．．．平成平成平成平成２４２４２４２４年度世代間交流事業年度世代間交流事業年度世代間交流事業年度世代間交流事業「「「「第第第第４４４４回餅回餅回餅回餅つきつきつきつき大会大会大会大会」」」」実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会    開催開催開催開催    

 

４月１３日（金）PM8:00 より荒屋会館３階において、平成２４年度世代間交流事業「第４回餅

つき大会」実行委員会が開催され、町会執行部、町会各部会代表者、各種同好会代表者総勢１５

名の方々が参集して頂きました。太田レクリエーション担当副会長より「餅つき大会」の準備か

ら実施に至るスケジュールの概略説明があり、実行委員の役割分担について討議され、以下のよ

うな内容で決定されました。 

その後、予算計画案の検討、備品および食材調達についての取り決め、運営スケジュールの確

認等を行い終了いたしました。この「餅つき大会」は子供達からお年寄りまで、楽しく心から喜

んで頂ける行事です。 

５月２０日（日）には、昨年を上回る（１４０名）大勢の方の参加で、賑やかに盛り上げたい

と思っております。皆様の来場、心からお待ちいたしております。 

 

世代間交流事業「第４回餅つき大会」実行委員会組織・役割一覧  

※実行委員長：田上町会長  ※副委員長：元・中山・本間・山本各ブロック副会長 

総務・広報（連絡調整、募集について） ※委員長：太田副会長 ※委員：中屋・小谷内・竹本 

会   計（予算計画、出納について） ※委員長：当田副会長 

運営計画（実地運営等に関して）    ※委員長：土居本   ※委員：堂口・北永 

物資調達（食材の調達、準備について） ※委員長：寺本    ※委員：皆戸 

設  営（会場設営等について）    ※委員長：池上    ※委員：田中・羽場・竹林 

 

９９９９．「．「．「．「ちさかちさかちさかちさか地域安全地域安全地域安全地域安全パトロールパトロールパトロールパトロール隊隊隊隊」」」」のののの登録登録登録登録にごにごにごにご協協協協力力力力くださいくださいくださいください    
 

 

昨年８月発行の「町会だより第１９５号」にも掲載しましたとおり、「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

隊員登録者が昨年より減少し、２０名を切る事態となっています。 

原則週１回の当番が複数回となっている隊員もあり、負担増となっております。当町会と世帯

数が同規模の町会では、隊員登録者が５０数名にのぼっております。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思われます。先般実施いたしま

した町内アンケート調査にも希望される方が多くおられました。何卒、皆様のお力をお貸しくだ

さい。切にお願いいたします。 

 連絡先：町会長 田上 吉紀（090-2839-7760）又は、荒屋団地責任者 中川 重次（258-3362） 

 
１０１０１０１０．．．．第第第第３４３４３４３４回町会対抗回町会対抗回町会対抗回町会対抗ソフトボールソフトボールソフトボールソフトボール大会開催大会開催大会開催大会開催についてについてについてについて    
 
新年度の各種町会対抗競技大会のトップを切るソフトボール大会が、下記のとおり開催されま

す。多数の方のご参加をお願いいたします。尚、後日参加募集を行いますので、参加希望される

方は申込書にご記入の上、各班長まで提出してください。 

又は、下島壮青年部長（2班・258-2723）までご連絡をお願いいたします。 



 
 

                  記 

     １．日  時：平成２４年５月２７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）多目的広場（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 
            ・高校生以下は出場できません 
     ４．抽 選 会：５月 ２1日（月）午後７時３０分から（千坂公民館和室） 

 

１１１１１１１１．．．．転入転入転入転入、、、、転出転出転出転出のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

○町会転入者の方は以下の方です。 

１６班 馬医理容室（馬医  広行）…福久東 1丁目３３－５    (1 月入会) 

１６班 かちかち山（竹中  健二）…福久東 1丁目３２        (1 月入会) 

１６班 林   成明        …福久東１丁目３３ －１   (1 月入会) 

１６班 新堰 徹夫               …福久東 1丁目３３－２    (1 月入会) 

１６班 木村 洋子              …福久東 1丁目３３－３    (1 月入会) 

１６班 小川 卓也              …福久東 1丁目３３－４    (1 月入会) 

 ９班 山本 治雄        …荒屋町イ２３３（２階)  (1 月入会） 

 ９班 伊藤 敬幸              …荒屋町イ１８４          (4 月 1 日入会) 

 ６班 橋元 茂弘              …荒屋町イ２０４          (4 月 1 日入会) 

 

○町会転出者の方は以下の方です。 

 ９班 笠島 金二            …荒屋町イ２３６         (1 月転出) 

１５班 清水の内科(金 昌基)   …荒屋１丁目３２         (２月転出) 

 ６班 茶谷 信夫            …荒屋町イ７－５         (３月転出) 

 ２班 窪   真一             …荒屋町イ１１０         (３月転出) 

 

平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度・・・・新一年生新一年生新一年生新一年生のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介    
 

今年度、当町会から８名の皆さんが新一年生となられました、ご入学おめでとうございます。 

心からお祝い申し上げます。 

・儘田 朔人(ﾏﾏﾀﾞ ｻｸﾄ・8 班)・高崎 凌(ﾀｶｻｷ ﾘｮｳ・9 班）・高崎 陣(ﾀｶｻｷ ｼﾞﾝ・9 班) 

・下村  真彩(ｼﾓﾑﾗ ﾏﾔ・11 班)・中川 妃菜(ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾅ・11 班)・浜島 快人(ﾊﾏｼﾞﾏ ｶｲﾄ・11 班) 

・池上 葵(ｲｹｶﾞﾐ ｱｵｲ・15 班)・山本 照郷(ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾙｻﾄ・16 班) 

 

おおおお    くくくく    やややや    みみみみ    
 

２班の前川外美子さん（８６歳）が１月２９日に、２班の岡田正治さん（８８歳）が２月２４

日に逝去されました。 

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 



 
 

【【【【各種同好会各種同好会各種同好会各種同好会・・・・サークルサークルサークルサークル活動報告活動報告活動報告活動報告】】】】    

 

荒屋町住宅団地福寿会荒屋町住宅団地福寿会荒屋町住宅団地福寿会荒屋町住宅団地福寿会、、、、新年会開催新年会開催新年会開催新年会開催！！！！    

２月１６日（木）、テルメ金沢において荒屋町住宅団地福寿会の新年会が開催されました。 

参加者は昨年より数名少ない２８名（男性７名、女性２１名）でしたが、大いに盛り上がり参加

者全員が楽しい時間を共有する事ができました。 

土居本副会長（6 班）による開会挨拶のあと、昨年亡くなられた方に黙祷を捧げご冥福を祈り

ました。小谷内会長（13 班）の挨拶、中屋顧問（11 班）の挨拶と続き、池田義男さん（6班）の

音頭で乾杯に移りました。 

今回は中山良一さん（町会副会長・8 班）が福寿会に加入され、参加者一人一人に声を掛けら

れたり、持ち前の喉でカラオケや民謡を披露され、本会の盛り上がりに拍車をかけて頂きました。

今回は初めての「あみだくじ」を導入して当選者に景品が授与されました。フィナーレは恒例の

河内おとこ節にあわせた炭坑節の踊りがあり、楽しい会がお開きとなりました。 

AM10:30 に出発し、PM4:30 に無事帰着しました。 

本会を通じて荒屋団地の「絆」づくりがさらに一歩前進しました。                            

     小谷内会長の挨拶                     福寿会のますますの発展と会員相互の 

                                       健勝を祝って万歳三唱                        

 

「「「「認知症認知症認知症認知症をををを学学学学びびびび地域地域地域地域でででで支支支支えようえようえようえよう」」」」…………第第第第５５５５５５５５回荒屋悠回荒屋悠回荒屋悠回荒屋悠々々々々サロンサロンサロンサロン開催開催開催開催！！！！    

 

去る２月１８日（土）PM1:30 から荒屋会館 3階において、第５５回荒屋悠々サロンが開催され

ました。 

今回は金沢市長寿福祉課とグループホーム「ひだまり」から二人の講師をお招きして、「認知

症を学び地域で支えよう」をテーマにした講演会が行われました。 

講演に先立って、認知症に関するＤＶＤを鑑賞した後、認知症サポーター養成講座標準講座教材

が参加者全員に配られ、その内容に基づいた講演がありました。 

認知症とはどんな症状か、どう対応すればいいのか、認知症にならないためにはどうすればいい

のか等について、詳しく説明がありました。わが国の平均寿命は世界一。だが、認知症で介護を



 
 

受ける人が年々増え続け、平均寿命まで生きても長い期間、認知症のため健康に暮らせる寿命が

短くなっている人が多くあります。 

最近、ぎんさんの娘さん４人が注目を浴びるようになりました。 

長女９６歳、４女８６歳、毎日４人が集まりよくおしゃべりするのが健康の秘訣だとか。 

国会中継を見るのが大好き。政権の痛烈な批判をしあっている等、時々刻々の事象に強い関心を

持っているようです。こんな事が認知症と無縁な理由でしょう。 

最も効果があるのが、「恋をする事」だと包括支援センター畠中さんの話もありました。 

講演会が終わり、お茶タイムでは先だって開催された荒屋団地福寿会新年会の記録写真が公開さ 

れました。地域の行事に積極的に参加し、認知症を予防したいですね。 

 

「「「「花粉症花粉症花粉症花粉症ととととアレルギーアレルギーアレルギーアレルギー」」」」講演会講演会講演会講演会    第第第第５６５６５６５６回荒屋悠回荒屋悠回荒屋悠回荒屋悠々々々々サロンサロンサロンサロン開催開催開催開催！！！！    

 

３月１７日（土）、荒屋会館において第５６回荒屋悠々サロンが開催されました。 

この時期になると「花粉症」に悩まされる方が増えてきます。今年は寒さが長引いた影響か、去

年より花粉の飛散が少ないようで、毎年花粉症で目が痛い、鼻水が止まらない、という人が、今

年は全然発症しないと話していました。 

講師は包括支援センターの上田職員が講演されました。「花粉症の種類について」という教材

が配付され、１０種類の草木について説明がありました。 

一般的なのがスギ、ヒノキ、イネやイチョウ、ヨモギなども原因になるとのことでした。 

鼻炎で困ったらどうすればいいかの講演では、大根おろし、番茶、生姜、スイカ、ドクダミが効

果があるとの事でした。 

講演の後、お茶タイムでは夢路いとし、喜味こいしの漫才を楽しみました。昔の漫才は味が深

くて面白いと好評でした。合唱は春にちなんで北国の春、早春賦を元気よく歌いました。 

次回開催の頃は桜も散ってしまっているでしょうね。 

 

第５５回悠々サロン           第５６回悠々サロン 

「認知症」講演会受講風景        「花粉症とアレルギー」講演会受講風景 

 

 

 

 

 

 


