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荒 屋 町 住 宅 団 地 町 会            

                                                                                     

１．町会５０周年記念誌が発刊 ～50周年記念事業実行委員会～ 

 「50 周年のあゆみ」がお手元に配布されたことと思います。さる 3 月 1 日荒屋会館において

最終回（第１５回）となる、町会５０周年記念事業実行委員会が開催されました。 

 実行委員８名のうち１名が都合により欠席さ

れましたが、新旧町会長、会計担当副会長、小

谷内福寿会会長を交え１１名が出席されました。 

 今回は５０周年記念誌が、納品されたことか

ら、その出来栄えと、配布先を確認するため開

催されたものです。 

 昨年３月７日に第１回委員会が開かれ、記念

事業の企画案を協議しました。それ以降、約 1

年間 １４回にわたり各種記念事業の検討計画

実施に関わってきました。 

 記念誌は経費を最小限に抑制するため、編集作業を実行委員会メンバーが行いましたが、プロ

並みとはいきませんが、出来栄えは素晴らしいものになりました。 

 

 内容も町会５０年の歴史を想い馳せることができる充実した

ものになりました。 

 資料提供にご協力された皆様、原稿依頼に快く応じられた

皆々様に改めて厚く御礼を申し上げます。 

 発刊は５００部とし、町内全世帯、校下町会連合会各役員、

諸団体長、各町会長、町会に関わりのある国、県、市の各議員、

町会行事にご協力していただいている各企業の皆様、官公署、

荒屋会館建設にご協力いただいた皆様方に配布させて頂きました。 

２．街灯の修理ができました ～省エネタイプのＬＥＤに変更～ 

 防犯上の必要な街灯ですが修理をお願いしたところ、器具の老朽

化で修理ができないとのことで、町会長より

市役所に取替の依頼をお願いいたしました。

たまたま年度末ですが、予算が残っており、

早速、東洋電波（福久）さんに発注され、取

替が完了いたしました。今度の街灯は、LED

タイプで、電球、蛍光灯の取り換えがなくな

り、維持費の削減になるかと思います。 

 町内３か所の街灯設置場所 ２班（O さん前） １１班（S さん角、N さ

んと Mさんの間ですが、先日通行いたしま

したが、明るくて安全になりました。 

３．南小公園の段差解消 ～公園に入る木の根を撤去～ 

 南小公園の道路側からの入り口は、樹木の根が露出をして、

ごみの収集日には、暗いとつまずき危険な状態でしたが、市役
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所の「花と緑の課」にきて頂き、状況をみて頂きました。ここは公園ですので、コンクリートで

舗装をして、ごみ置き場を整備してほしいとの要望には応じられないとのことで、砂利引き程度

であれば 3月中に実施するとしていました。 

 3月 16日（土）ＡＭ9：00～12：00に工事が実施されてきれいになりました。これからゴミ収

集日に靴が汚れたりしなくなりました。 

４．第 2回合同役員会が開催   ～役員・班長で当面の予定を確認～ 

 3月 29日（午後 8時より）第 2回合同役員を開催され、懸案事項についての検討を行いました。議題等の内容は、以

下の通りです。  

（1）各班の懸案事項 

（2）街灯設置・申請状況・南小公園改修 

（3）荒屋会館受付当番の決定（役員・班長） 

（4）独居者の見守り推進活動予定 

（5）全戸加入型共済保険に加入（経過報告） 

（6）全市一斉美化清掃デーについて 

（7）平成 25年度校下、町会行事予定

５．新役員の決定   ～平成 25年 4月からの各種団体役員が決まりました～  

町会連合会等諸団体において、公民館委員、防犯委員、健康推進委員、校下婦人会連絡員、町

会連合会ブログ担当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) 山岸 博 ( 6班) 

【防犯委員】 

    中山 良一（８班）  濱本外志郎（１班)  武田 正美 (5班） 前田 健一(9班） 

   澤田 秀典（13班） 当田  貞雄 (6班）  盛田 秀好（8班） 竹林 正人（1班）   

【健康推進委員】 

   中屋 保雄（11班) 武田 正美(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) 

【町会連合会ブログ担当委員】 

   盛田 秀好( 8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】 

部 長  藤原 真紀 (13班） 
副部長  岩田 亜紀 (15班） 副部長 小川 敦子（16班） 

書 記  田上 智恵 ( 5班)   会 計 松平めぐみ（ 9班） 

少 連  中屋 薫美 (11班）  少 連 城山 雅美（11班） 

少 連  村角 亮子 （11班）  少 連 端  昌代（13班） 

専 門  北野 優子  (12版)  専 門 本田 和子 (荒屋) 

 

【青壮年部】 

部 長  下島 康路（ 2班）  

副部長   池上 淳司（15班・青年部担当） 

副部長   谷  光哉（15班・壮年部担当） 

【福寿会】 

会 長  小谷内  久米松 (13班） 副会長   水上  竹次郎( 4班) 
副会長  土居本  美代子（ 6班） 会 計   稲本  二美枝( 3班) 



 

６．一斉美化清掃デー   ～皆んなで自分たちの住む町をきれいに～ 

５月１２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、各班長さんに申し出

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。 

 

 当日は一斉美化清掃デー町内３公園の「草むしり」を町内住民の方たちと一緒に行いたいと

思っております、ご協力ください 

 

 従来、執行部と班長さんとで町内３公園（南小公園・北公園・児童公園）の草刈りを年 3回行

っております。今年はそのうちの１回だけ町内の皆様とのコミュニケーションを図る機会として、

５月１２日（日）ＡＭ7:00～8;00 の 1時間、南小公園と北公園の２か所で草むしりを致したい

と思っております。皆様の参加、不参加は自由です。飲み物の手配の関係上、回覧で参加者の人

数を把握したいと思っております。久しぶりの草むしりです、自分たちの町会を綺麗に致しまし

ょう。皆様奮ってのご参加、宜しくお願い申し上げます。 

   ※参加者の方には「軍手及びタオル」を町会で準備いたしますが、鎌等はご持参下さい。 

 

７．ちさか地域安全パトロール隊が新規隊員 ～交友会同好会の活躍～ 

 ちさか地域安全パトロール隊荒屋団地責任者から組織強化の要望を受け、新規隊員の募集につ

いて１月から町会の同好会認定があった「交友会」に協力を要請したところ、町会長を含め５名

の方が応募されました。 

 ５年前に２７名を数えた隊員が、高齢や就業のため隊員登録を辞退される方が相次いだため、

昨年には１３名と半減してしまいました。 

隊員の皆さんに１週間に１回１時間の立哨をお願いしていますが、火曜校時等で早番遅番２か所

立哨の必要があり、隊員の減少で配置計画が困難になり１週間に２回以上お願いすることが生じ

ていました。 

 



 

８．町会役員で夜の見周りを実施   ～春季火災予防運動～ 

 ３月２０日から２６日まで平成２５年度春季火災予防運動が各地で開催されました。当町会で

はこの運動に協賛し、役員で火の用心の夜周りを致しました。２０日の日は生憎雨が激しく２１

日からの実施でした。役員の皆さんご苦労さまでございました。昨年、金沢市では１０２件の火

災が発生しました。これからは乾燥した季節に入ります。町会の皆さんには今一度、ご家庭内外

を見周り、万全の防火安全対策をお願致します。 

 

平成２４年度の全国統一防火標語 

消すまでは 出ない行かない 離れない 
 

【お知らせ】  

 ○会員の転入 

  3班に武富 茂子さんが転入されました。皆さまよろしくお願いいたします。 

 ○慶事 

町内でおめでたい出来事（結婚式や出産）がございましたら、町会だよりに掲載させてい

ただき、皆さんでお祝いをして差し上げたいと思っております。慶事ご予定の方は、町会

長・総務担当副会長までお知らせください。 

 ○お知らせ 

町会の行事等はブログに掲載いたしております（ http://arayadanchi.blogspot.jp/ ） 

検索で「荒屋住宅団地」でもヒットします。 

 

【お詫びと訂正】 

50周年記念誌「50年のあゆみ」で誤りがありましたので、お詫びをして訂正差させて頂きます。 

  97頁   （誤）野田 静子 → （正）野田 幹子 

  98頁   （誤）講座    → （正）口座 

  

【各種同好会・サークル活動報告】 

「折り紙でお雛様飾り 」       ～第 65回荒屋悠々サロンの開催～ 

 2月 23日午後１時３０分から、荒屋会館において

第６５回荒屋悠々サロンが開催されました。 

あと１週間ほどで雛祭りとなることから、今回は折

り紙でお雛様飾りを作ることになりました。 

子供会にも呼びかけ、４人の小学生に参加してもら

いました。 

折り紙の講師は庄田先生には多忙のため、先生のア

シストをしておられる中田講師にお願いしました。 

全員に台紙、色紙等の材料１式が配布され早速製作することになりました。 

約１時間で全員見事なお雛様飾りが出来上がりました 

「花粉症で困っている方、手をあげて 」～第 66回荒屋悠々サロンの開催～ 

  3月 16日、荒屋会館において第６６回荒屋悠々サロンが開催されました。 

土居本代表の挨拶に続き、中屋顧問が挨拶に立ち、町会５０周年記念誌「５０年のあゆみ」が全

世帯に配布されたことについて、参加者の皆さんから貴重な資料提供や原稿を作成されたお礼と、
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中山町会長が東警察署に記念誌を届けた際に「とても貴重な写真や記事

が掲載されていて内容が充実している。東警察署も５０周年を迎えるの

で記念誌を作成しようと考えているところだが、昔の資料がなかなか見

つからない。町会の記念誌は署長にもみてもらいます。」と対応された警

部から話があったことが紹介されました。 

今回は久しぶりに包括支援センターふくひさの丸山職員を講師にお招き

して、花粉症について講演をしていただきました。 

「SNSをはじめてみよう 」        ～ネットサークル定例会～ 

 ネットサークルでは、町会のホームページと町会ブログの更新等をしていますが、毎月第１、

第 3土曜日の 19時 30分より定例会を開催しております。最近は facebookのはじめ方、バック

アップの取り方等を習得しています。 

 

 ～トピックス～ 
 

 荒屋会館で毎土曜日に開講しています斉藤紫苑先生の書道教室に通っている荒屋町住宅団地
の子供達が、下記の書道コンクールにおいて優秀な成績を納められました。おめでとうございま
す。

    

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成 25年荒屋団地町会の行事(予定) 

 

 荒屋団地町会の行事予定は以下の予定になっております。（変更があるかも知れませんが、あく

まで予定でございます 

 

5月 12日(日）町内３公園草刈り（全員） 

7月 21日(日）千坂校下防災訓練参加 

8月 4日(日）町内 3公園草刈り（役員班長） 

8月上旬   県政バス （小学生） 

8月 10日(土）第 48回納涼盆踊り大会 

10月 20日(日)町内 3公園草刈り 

               （役員班長） 

11月 3日(日)世代間交流「第 5回餅つき大会」 

 

  

平成２５年 1月２７日表彰              

北陸中日新聞「書き初め展」 

優秀賞 作品「こま」 

池上 葵さん 小学１年生（１５班） 

平成２５年３月１０日表彰 

「石川県民書道展覧会」 

文化賞 作品「小川」 

東川 結香さん 小学２年生（１０班） 


