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１．荒屋町住宅団地町会５０周年記念事業「第３回実行委員会」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。最初に中屋委員長より記念誌の原稿依頼、座談会

出席依頼についての説明があり、原稿依頼書、座談会開催依頼書の内容の確認と訂正、及び

それぞれの依頼者選定を行いました。原稿依頼、写真提供の提出期限を５月１０日(木)に、

初代居住者の座談会を４月２９日(日)に、二世代居住者との座談会を４月３０日(月・祝)に

開催することを決め、次回開催日を５月１６日(水)とし、委員会を終了いたしました。 

 

２．町会５０周年記念事業「初期居住者との座談会」が開催される！ 

４月２９日(日)PM1:30より荒屋会館３階において、町会５０周年記念事業の記念誌に掲載

する「初期居住者との座談会」が開催されました。出席者は、 打林悦子さん、吉岡哲さん、

松田行雄さん、木村昭さん、中塚悦三さんの５名の方々、実行委員から中屋委員長、堂口委

員、田上町会長、中山、当田副会長の５名が参加いたしました。 

司会は中屋実行委員長が担当し、「荒屋団地に居住してから今日までの思い出」「入居時の

環境」「町会立上げの経緯」「集会所建設の経緯」「町会活動のエピソード」「将来の展望」等

の内容に沿って座談会を進めました。設立当時の苦労話や時々の貴重なお話を伺い、PM4:00

に終了いたしました。参加された皆様、ありがとうございました。 

 

３．町会５０周年記念事業「二世代居住者との座談会」が開催される！ 

４月３０日(月・祝)PM7:30より荒屋会館３階において、町会５０周年記念事業の記念誌に

掲載する「二世代居住者との座談会」が開催されました。 

出席者は金子喜一郎さん、田中浩美さん、松井みどりさん、儘田浩一さんの４名の方々、

実行委員から中屋委員長、盛田副委員長、堂口委員、田上町会長、中山、当田副会長の６名

が参加いたしました。 

司会は中屋実行委員長が担当し、「荒屋団地に居住してから今日までの思い出」「当時の子

供会活動」「町会活動のエピソード」「将来の展望」等の内容について座談会を進めました。 

参加された方々より当団地での子ども時代、青年団の活動等、当時の貴重なお話を伺い

PM11:00に終了。参加された皆様、遅くまでありがとうございました。 

 

４．町内、一斉美化清掃デー・泥あげを実施、ご協力ありがとうございました。 

５月１３日(日)は、朝早くから雲ひとつない好天に恵まれ、金沢市全校下の一斉美化清掃

デー・泥あげが行われました。各家庭の測溝泥上げの実施と同時に AM8:00から３公園の草刈



りを行いました。大型(90㍑)のゴミ袋で４０袋もの雑草が集められました。汗だくの作業で

したが、皆様本当にご苦労さまでございました。次回は８月５日(日)に２回目の草刈りを予

定しております。宜しくお願いいたします。 

 

５．世代間交流事業「第４回餅つき大会」第２回実行委員会、開催！ 

５月１４日(月)PM 8:00より荒屋会館３階において、世代間交流事業「第４回餅つき大会」

第２回実行委員会が開催され、執行部、各部会代表者、各種同好会代表者総勢１９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」に係る事項と

当日のスケジュール、後片付けの確認等の概略説明があり、各々の項目について話し合いが

なされました。餅つき大会への事前参加申込みは、１０５名(大人６５名・子供４０名)で、

当日は、まだまだ増えるとの見込みで、準備万端滞りなく進めることを申し合わせ、委員会

を終了いたしました。 

 

６．荒屋町住宅団地町会５０周年記念事業「第４回実行委員会」開催！ 

５月１６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４回実行委員会」が開催されました。協議事項として記念誌の原稿依頼についての確認

（歴代町会長の回想録・各組織代表者の活動状況）、及び、町会活動等に関する写真の提出状

況の把握、先月開催の座談会録音テープの原稿起こしのスケジュールの確認が行われました。 

また、原稿依頼者として町会連合会会長、公民館長、主任児童委員の３名の追加を決め

PM10:00に終了いたしました。次回開催日は６月２７日(水)の予定です。 

 

７．平成２４年度世代間交流事業「第４回餅つき大会」賑やかに開催！ 

５月２０日(日)荒屋会館において、世代間交流事業「第４回餅つき大会」が開催されまし

た。 

朝から五月晴れのお天気に恵まれ好調な出足となり、１０時の開始までには大勢の人出で

賑わいました。１５０名を超える参加者で荒屋会館に歓声が轟きました。 

今回は、来場者の皆さんが楽しめるような企画がいっぱい取り入れられました。全員外れ

なしのスピードくじや日本昔話のビデオ上映、町会５０周年記念の紅白餅入りパックや搗き

たてのお餅のパックが全員に配られました。 

また、本格的なかまど２基を用意してセイロ蒸しを行い、２台の杵と臼を使って皆さんで

餅搗きを楽しみました。例年よりおいしいとの評判を頂き、日本古来の餅つき文化を堪能い

たしました。 

餅つき大会が盛大に開催できた背景には、実行委員会の綿密な計画と大勢のスタッフの皆

さんの協力がありました。関係スタッフの皆様のご尽力に深く感謝し、厚く御礼を申し上げ

ます。 

 



田上町会長の開会宣言です     気持ちと力をあわせて、ペッタン!ペッタン! 

３階の飲食コーナーは超満員！       町会５０周年記念紅白餅パック 

 

８．ソフトボール大会で善戦。ジャンケンで負ける！ 

５月２９日(日)新緑がひときわ輝いて薫風が清々しい北部公園球技場において、千坂公民

館主催の第３４回町会対抗ソフトボール大会が開催されました。 

荒屋団地の初戦は、１回戦(千坂団地×百坂町Ｂ)で勝ち抜いた千坂団地とあたり、午前１

０時にプレイボールし、荒屋団地は後攻、相互４回戦い、１１対１１の同点の時間切れの引

き分けとなりました。先発メンバー９人のじゃんけんによる勝敗で、相手の５本先取で、結

果、破れました。 残念！ 

 

スコア  ： １ ２ ３ ４ ５   ：  合計 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

千坂団地 ： ９ ０ ０ ２     ：  １１ 

荒屋団地 ： ３ ３ ５ ０     ：  １１ 

 

荒屋団地 先発メンバーの皆さん（△マークは４５歳以上） 

１番 センター  下島奨 ２番 セカンド   池上三  ３番 ショート  土居本 

４番 ファースト 下島侑 ５番 サード    竹中△  ６番 レフト   渡野△ 

７番 ライト   太田  ８番 キャッチャー 池上淳  ９番 ピッチャー 森多△ 

 



試合内容は、初回に９点を取られましたが、回を重ねる度に点を取って３回裏に逆転をし

ました。今回、団地を応援しに来てくれた方が多かった事もあり、見ていて楽しいゲームで

した。守りの方では、竹中さんと渡野さんの好プレーを見ることができ、２回、３回の守り

には、３者凡退で押さえる活躍がありました。攻撃では、土居本さんをはじめ、皆さんの活

躍が光りました。来年こそは、初戦突破を期待します。 

森多投手の力投               クリーンヒット！ 

４回裏、さぁ、逆転するぞ！      勝敗を決めるジャンケン。緊張の一瞬！ 

 

９．グラウンドゴルフ大会、惜しくも入賞ならず！ 

６月３日(日)北部公園において第１８回千坂校下町会対抗グラウンドゴルフ大会が開催さ

れました。１８町会４５チームが参加、総勢１３５名による熱戦が展開されました。 

季節もよし、天候も最高のコンデションの下、日頃の練習成果の見せ所として腕を競い合

いました。集計作業の時間を要する間、ホールインワンゲームが行われ、賞品がなくなるま

で歓声が響きました。集計作業が終わり、表彰式に入りました。 

その結果、優勝は法光寺Ａチームが２連覇という偉業を成し遂げました。当町会チームは

健闘するも残念ながら入賞はなりませんでした。当町会グランドゴルフ同好会の会員が徐々

に増えてきました。1 週間に 1 度だけの練習ですが、何よりもコミュニティの場として、と

ても楽しいという声があります。来年の大会では捲土重来を期待したいと思います。 



開会式 さぁ-がんばるぞー！    試合開始前の名前の相互確認(荒屋団地Ａチーム) 

清々しい空気と目に染みるグリーン、絶好のコンデションです。 

 

１０．日本赤十字社の事業活動資金のご協力ありがとうございました。  

日本赤十字社の事業活動資金のご支援とご協力をお願いしておりましたが、５月２０日締

切の結果、皆さんのご理解を賜り昨年を上回る２２４件のご協力があり、５月２５日に公民

館を通じて納入しました。ご支援ありがとうございました。 

先日、荒屋町住宅団地町会に平成２４年度日本赤十字社の社資として、￥１５０,２９５円

を領収した旨の領収書(日本赤十字社石川支部 金沢市地区長 山野之義)が届きました。 

 

１１．第４８回千坂校下町会対抗バレーボール大会開催について 

第４８回千坂校下町会対抗バレーボール大会が、下記のとおり開催されます。 

多数の方の参加とご声援をお願いいたします。 

なお、詳細については下島壮青年部長(２班・258-2723)にご連絡をお願いいたします。 

記 

     １．日  時：平成２４年７月１日(日) 午前８時３０分～ 

     ２．会  場：森本市民体育館 



１２．中屋前町会長が百万石行列に参加！ 体験記を寄稿されました。 

６月２日(土)、百万石まつりのメインイベントである百万石行列の加賀八家老行列に参加

しました。１０時３０分商工会議所で受付をして、３階着付け会場に行きました。床一面に

武者用着衣や兜等一式がずらりと並べられており、足の踏み場もない大混雑状態となってい

ました。 

鎧、兜等の用具は京都の業者からリースで調達されたようで、着付をするスタッフや大将

クラスを化粧するスタッフも京都の業者が担当していました。 着付が終わり向かい側の大谷

廟所で記念撮影。その広場では利家親衛隊の猛訓練が行われました。 

１２時半過ぎ、バスで金沢駅地下広場へ行きました。そこも次つぎと出場者が集まり、あ

の大広場が埋めつくされました。 

１４時、ホテル金沢前の路上に行き、想定外の戦闘演習が行われました。長い竹棹に付け

られた旗を持って約５０ｍほど雄叫びを上げながら全力疾走せよと指示があって、２回繰り

返され、へとへとに。これを駅前、武蔵、香林坊、市役所前でやると聞いて「ええっ！」と。 

旗持ち勇士の晴姿             武蔵ヶ辻付近を行進 

 

ビル風が強くて旗を握る力が要求されました。香林坊を過ぎるころには草鞋が擦り切れ始

め、足が痛くなってきました。それでも、大観衆の目の前を歩ける快感も味わうことができ

ました。金沢城に何とかたどり着くことができ、役目を果たした安堵感が涌きました。 

また出てくださいと頼まれたら丁寧にお断りをしようと前田副会長と意見が一致しました。 

町内の方からご声援もありました。ありがとうございました。 

全国各地に武者行列がありますが、百万石行列の武者行列は、そのスケールの大きさは他

に引けをとらないものと思われます。金沢市の百万石まつりにかける熱意が伝わってきまし

た。 

なお、ハードな行列に配慮してなのか、出演報酬は１万円が支給されました。 

 

１３．「家族県政学習バス(団体)」が８月３日に決定！ 

 かねてより石川県男女共同参画課に申込みをしておりました「家族県政学習バス」に当町

会が厳正な抽選の結果、８月３日(金)の希望日に実施できることが決定しました。 

この「家族県政学習バス」とは、県が用意したバスにて県施設２か所以上の見学や体験を

通じ、色々な知識の吸収を図り、子どもたちの学習を深めてもらう事を目的とした石川県独



自の研修企画です。 

申込みが多数の上、なかなか希望日に当選しないのですが、今回は運よく当たりました。 

参加人数は最低３０名から最大５０名まで。（内、大人の引率者が最低５名必要です。） 

町会からは、田上町会長と中山・太田副会長のほか、子供会育成委員の方々に協力頂く予定

です。 

今回の開催コ―スとして、①いしかわ子ども交流センター(法島町)、②埋蔵文化財センター

(中戸町)の２箇所を今のところ回る予定ですが、時間に余裕があればもう１か所見学するつ

もりです。 

「子ども交流センター」では、今年新設された最新鋭のプラネタリュムの鑑賞を行います。 

「埋蔵文化財センター」では、施設見学＆ガイダンスの他、まが玉造りや土鈴などの古代の

造品の体験をしてもらう予定です。 

尚、昼食は町会で用意いたします。参加申し込みについては、後日、子供会を通じて申込

書を配布しますので、沢山の子どもたちの参加をお待ちいたしております。 

小学生の子供たちの参加人数(最大４５名)に空きが出たときは、一般の方（中学生以上）

の参加を募る予定です。（乳児・幼児は、参加できません。） 

ご父兄の皆様、宜しくお願いいたします。 

 

※１０月から１１月に実施される一般向け対象の「家族県政学習バス」の応募も町会で検討

しております。この企画開催日数は平日４日間のみです。応募団体が多数の為、抽選で外れ

る事もあります。皆さんのご意見お待ちしております。 

 

１４．第４７回荒屋団地夏まつり「納涼盆踊り大会」意見交換会、開催！ 

 ６月１５日(金)PM8:00 より荒屋会館 3 階において、標題の意見交換会が開催されました。 

町会執行部役員のほか、福寿会会長、子供会育成部長、ネットサークル代表、悠々サロン代

表の計１１名で行いました。納涼盆踊り大会の実施日は前々号の町会だよりでお知らせした

とおり、今年は８月１１日(土)に荒屋八幡公園(荒屋神社横、左義長の所)で開催いたします。 

町会５０周年記念という事で、盛り沢山の企画を考えております。 

開催時間は、今のところ夕方４時３０分ごろから夜１０時までの長丁場です。一度、会場

に来てもらえれば食べ物あり、飲物ありで退屈させません。模擬店も昨年以上の賑やかさで

お待ちいたしております。 

アトラクションとしては「兼六民謡会」による「北から南まで民謡の心を訪ねて」と盆踊

りの生演奏、そして、歌手・島村義隆さんの「しまちゃんオンステージ(仮称)」を行います。 

また、お楽しみ抽選会も今年は、より一段とゴージャスにと考えております。（但し、会

場にいないと当たりませんよ。） 

そして、町会のちびっこたちの絵画コンクールも企画いたします。会場内に展示いたしま

すので、良い作品を選んで投票してください。発表は１１月４日に行われる５０周年記念式

典で盛大に行いたいと思っております。今後、実行委員会で詳細に打ち合わせし、順次、皆

様に回覧にて内容をお伝えいたします。大会プログラムも早急にお届けいたしたいと思って

おります。 

いずれにせよ、今年の盆踊りは「一見の値あり」です。乞う、ご期待あれ！！ 



１５．「第７回紀祥会の晴れ舞台」町内から赤田すみ子さんが出演される！ 

６月１７日(日)に、北国新聞赤羽ホールにおいて開催された、県内の邦楽舞踊界の次代を

担う中堅、若手による１５番を演じた「第７回紀祥会」の晴れ舞台の模様が、６月２１日の

北国新聞朝刊に大きく掲載されました。 

町内から出演された赤田すみ子さん(１４班)が凛とした姿で写真に掲載されていました。 

昨日、本人からお話を聞くことができました。 

「去年までは三味線を弾いていたので、今回もそのつもりでいたが、先生から唄をと指示

された。」と、満足げに話をされました。吾が町内にこのように邦楽界で活躍されている方が

おられることを誇りに思います。 

前列左から２人目が赤田さん 

 

１６．「燃えるゴミの日（火・金）」の当番の取り決めや管理について 

一部住民からネット等を出す時間を早めてほしいとの要望があり、役員会で検討した結果、

現状では、個々に対処してもらうように対象者に話をする事に決定しました。なお、すべて

のゴミステーションにおいて、ネット出しの準備や後かたづけなどの統一な決まり事がない

ようです。みなさんの意見を拝聴し、統一的な当番の取り決め(ルール)を検討する予定です。 

よろしくお願いいたします。 

 

お く や み  

７班の尾山正信さん(７８歳)が５月１０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・サークル活動報告】 

☆折り紙で兜を作ろう☆ 第５７回悠々サロン開催！ 

４月２１日(土)は、初夏を思わせる暑い日となって、桜吹雪の舞い散る１日でした。 

この日、荒屋会館において第５７回目の荒屋悠々サロンが開催されました。 

今回は折り紙で兜飾りを作ることにしました。毎回お世話になっている庄田先生は多忙の

ため、今回は百坂町の中田絹子講師に指導方をお願いいたしました。 

とてもよくできたので、秋の校下文化祭に出展することにしました。 

折り紙を終えてからは唱歌合唱。「朧月夜」をはじめ、「こいのぼり」、「桃太郎」などを元気

よく歌いました。 

お茶タイムでは、ぼやきアラカルトの漫才や小学生の踊り「黒田節」を鑑賞。小学生とい

えども素晴らしい演技に拍手が沸き起こりました。 

この後、スタッフ指導によるストレッチ体操に続いて金沢健康体操をしました。 

完成！折り紙とは思えないこの重厚感！ 
 

☆願い事よ、叶え！七夕飾り作成☆ 第５８回悠々サロン開催！ 

６月１６日(土)、荒屋会館において第５８回荒屋悠々サロンが開催されました。 

今回は七夕飾りを作成するため、子供会にも参加協力を要請したところ、高齢者に交じって

大勢の子供たちが参加してくれました。 

七夕飾りの作成に先立って、包括支援センター畠中さんや㈱明治から講師をお招きして、



高齢者の低栄養・水分補給について講演が行われ、栄養食品の種類や効能、試食等がありま

した。講演が終わり、いよいよ子ども達が待ちかねた七夕飾りの作成に移りました。 

会場に「たなばたさま」の唱歌が流れる中、参加者全員に短冊が配付され、願い事を記入

することになりました。 

荒屋団地町会では、高齢者の社会交流促進のため、町会が強力にバックアップを行ってお

り、また、多世代間の交流を強化するため、先月実施した餅つき大会と、秋に世代間ふれあ

い交流会を実施しており、悠々サロンスタッフの皆さんにご尽力を頂いて大きな効果を生み

出しているところです。 

この活動が高評価されており、本年度も石川県社会福祉協議会から活動補助金の交付があ

りました。こうした活動が千坂校下の各町会にも広がりが出てほしいと期待しているところ

です。 

笠井講師による講演          願い事を書いてから七夕飾り作成 

荒屋会館玄関前に飾り完成！ 

 


