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１．千坂校下防災訓練が実施 ～学童避難も同時開催～ 

 7月 21日（日）に第 17回防災訓練が実施されました。 

（想定災害） 

 7 月 2１日（日）午前８時 30 分森本・富樫断層を震源と

するＭ７．3の地震が発生したことを想定しての訓練 

（一次避難場所）   荒屋町児童公園  

（訓練概要）    

訓練開始と同時に一次避難場所に設定された「児童公園」に

避難者が集まってきました。今回は、千坂小学校の児童も町

会単位で集合をして、小学校へ避難する訓練も同時に実施さ

れ、防災意識の醸成と合わせて授業参観の登校日でした。 

 災害発生と同時に班長さんには、それぞれの班の安否情報を確認のた

め、各所帯を廻り、避難状況を玄関に張り出された「避難カード」を点

検し、児童公園の駐在した情報班に報告されました。班長さんは、早朝

から、町内の点検をして頂きましてありがとうございました。 

千坂小学校の体育館は、避難訓練の 1470 人と参議院の選挙と重なり、

大混雑でしたが、参加者は体育館の 2階に集合しました。その後、初期

消火訓練、応急処置（ＡＥＤ）、煙中避難訓練、段ボールでの避難所の

開設手順を地域の防災士の指導によりされました。 

 11時には訓練を終了して、炊き出し班による「非常食」を頂き、解散を致しました。その後、

選挙の投票をされて帰宅された方もおいでのようでした。訓練の反省については、別途役員会の

対応をしなければならないのですが、情報収集や、その後の対応を確実にできるような仕組みに

改善をしなければならない点がいくつかありました。 

２．千坂校下盆踊り大会への参加 ～荒屋団地町会有志の活躍～ 

 去る８月３日開催された第５９回千坂校下盆踊り大会において、吾が荒屋団地町会も積極的に

参加して華やかな演出で大勢の観衆から注目を浴びました。 

 午後６時５０分開始早々、荒屋団地子ども会が櫓

にのぼり、「マルマルモリモリ」を元気よく踊り観

衆から拍手を浴びました。 

 公民館で行われた１回の練習でとてもうまく踊

りました。子ども会育成部の皆さんにお世話頂き、

ありがとうございました。 

   

大人も町会長を先頭で頑張る荒屋団地の有志 

児童公園へ一次避難完了                                                                                          

救急措置法の講習                                                                                          

 
舞台でも堂々と踊る「                                                                       

 
荒屋っ子」踊る 
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３．第４８回納涼盆踊り大会大盛況！！ ～荒屋町児童公園～ 

 ８月１０日（土）午後５時から、荒屋町児童公園において第４８回納涼盆踊り大会が開催され、

幼児から高齢者まで大勢集い、夏の夜のひとときを歌や踊りに参加したり、そんな情景を見なが

ら楽しい時間を過ごしました。 

 前年は５０周年記念事業として会場

を荒屋八幡公園としましたが、今年から

いつもの児童公園に戻って開催されま

した。会場の狭さを克服しようと知恵を

絞り、道路向かい側の駐車場を一時借用

してテント３張りを設け、子ども会、執

行部直営、悠々サロン、料理同好会の模

擬店を開設しました。 

 又、会場と一体的に利用するため、道

路の通行止め許可を取り、事故防止にも

配慮されました。 

 所定の開始時間となり、実行委員長から開催宣言が行われ、早速カラオケのど自慢大会が開始

されました。 

 開始間もなく、参議院議員山田修路さんが駆けつけてこられ、当選御礼と千坂地区の地域づく

りに尽力したいと抱負が語られました。この後、カラオケにも特別参加され、「中の島ブルース」

を唄われ喝采を浴びました。 

盆踊り大会の一コマから 

 今回は山田修路さんのほか、馳衆院議員、岡田参院議員、中村県議、米沢県議、谷内県議、田

中展郎市議、麦田徹市議の政界でご活躍の皆様、町連西田会長、前田副会長、前大陸柳橋町会長、

出島百坂町会長、村上福久南町会長、吉本千坂町会長、桶谷千木親和町会長、寺田荒屋町会長、

高崎和夫前百坂町会長等々の皆様がご来臨されました。皆様に厚く御礼を申し上げます 

 昨年好評であった「マルマルモリモリ」を今回も踊りに加え、新たに「いきいきサンバ」、「長

生き音頭」を採用して新しい盆踊りの形ができました。 

踊りのほか、初めての試みとして「荒屋検定」が実施されました。 

設問は、「荒屋団地の住民は７００人より多いか少ないか」など１２問設定され、〇×コーナー

に集まる方式で行われました。最後まで残った人に景品が贈られました。 

 今回は大勢の子どもたちの参加がありました。踊り流しの輪の中に数人の男の子が混じってい

ました。荒屋団地の盆踊り大会は将来、この子供たちが成長して支えてくれるでしょう。 

 
 

                                                                                           

  

 
 

                                                                                            

   

開会の準備風景 
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町会執行部、班長、各部会、各同好会の皆さんが力を合わせて開催された今回の盆踊り大会で、

住民相互の絆が強化されたに違いありません。荒屋団地町会「万歳！」。(写真等はブログで） 

 （記録が CDROMになっておりますので、複写も致しますので連絡ください） 

４．町内の公園除草を実施   ～班長さん御苦労さまでした～ 

 ８月２５日(日)に荒屋町北小公園及び荒屋町南小公園の公園の除草作業が、役員と班長さんで

行われました。数年前から、刈払機による草刈りに変更されましたので、草の根までの作業はで

きていないこともありますが、それでもこの季節はよく伸び

ていました。 

 草刈り機による作業は、石や砂が飛んだりする危険がある

ので、作業に先立ち、前日に刈っておきました。 

 作業は、7時から熊手により、刈り終えた草を集めて、袋

に入れる人、刈払機で刈り残ったところを鎌で草取りをしま

した。お陰さまで、これで公園の中の散歩や、遊具での遊び

が出来るようになりました。皆さんも散歩の途中にでもお立

ち寄りください。 

 公園の除草は、市役所の業者委託と町内のボランテア除草とで行われますが、次回は、市の業

者が行います。役員、班長さんの皆様には、朝早くからご協力を頂きありがとうございました。

又、役員さんがトラックで刈った草を運んで下さり大変助かりました。 

５．千坂校下社会体育大会が開催されました   ～千坂公民館主催で実施～ 

 ９月２８日（日）午前８時３０分から千坂小学校グラウン

ドにおいて、第６０回千坂校下社会体育大会が開催され、１，

２００人が参加して、町会対抗のゲームやリレーで選手の活

躍と応援で歓声が響き渡りました。  

 当町会では、選手団及び応援で約 110人の大所帯となり、

二張りのテントが満杯になり、急遽ブルーシートでターフテ

ントを作った程です。今年も色々なゲーム等が準備されてお

り、その運営については、町会の行事においても大いに参考

にしなければならないと感じました。 

 町会対抗の団体競技では、残念ながらふるいませんでし

たが、参加した選手の皆さんにはすがすがしい秋空のもと

で、気持ちのいい 1日であったようです。更に町内会会員

相互のコミュニケーションも取れて、おおいに盛り上がっ

た社会体育大会でした。それでは、朝からの様子を紹介致

します。町会対抗のリレーでは、余裕の決勝進出を果たし

ました。これで昼食時間でしたが、進行を進めて午後の部

を一部繰り上げ実施して昼食でした。弁当は、お子様用、和風弁当、洋風弁当

と 3種類が準備され、おいしく戴きました。 

 午後の競技は１２時３０分から開始され、選手、応援者とも最も力が入る町

会対抗「綱引き」競技がありましたが、体力が及ばず当町会は予選敗退となり

ました。次の百足競争においても事前に急遽特訓をしたのですが、ちょっと及

ばす力が発揮できませんでした。リレーの決勝戦においても力及ばず 6位入賞

除草後の公園 
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でした。でも思い出が多くできた家族ぐるみ参加の社会体育大会でした。今回も多くの皆さんの

新たな楽しい絆が出来ました。参加された選手の方々、応援に駆けつけて頂いた方々、それに設

営をして頂いた皆さんに心から御礼申し上げます。 

６．子供神輿が町内を！  ～子供会・育成委員会～ 

去る９月２３日は、朝からの好天に恵まれ、荒屋八幡神社の秋季例祭に合わせて、恒例の荒屋

団地子供会による、御

神輿と太鼓が練り歩き

ました。子供達は、お

そろいの法被で町内に

は朝から元気な声と太

鼓がなりにぎやかな日

になりました。 

残暑の中、６年生が先

頭に立ち、良きお兄さん、お姉さんぶりを発揮して、廻りの保護者の方々もわが子や孫の成長に

目を細めたのとのことです。 

低学年の子供達も、長い距離を不平も言わず頑張って最後までお神輿を引っ張り歩きました。 

町内の皆さんには、励ましの言葉とお花代を頂戴し、子供達もなお元気に廻れたことと思います。

いい天気と町会の皆さんの助力により頑張った子供達はいい顔をしていました。ありがとうござ

いました。 

（追記）この記事は、育成委員会から頂きましたが、他の組織や同好会の皆さんも投稿をお願いい

たします。投稿は、写真と記事内容を頂ければ、ブログや町会だよりに掲載します。 

７．総会の代議員制に伴う検討会を開催 

 「荒屋団地の総会のあり方」について、初会合が 10月 3日（木）ＰＭ8:00より荒屋会館 3階

で開催されました。この検討会は第 51回定期総会で懸案になっております総会の実施形態を「全

会員出席」から「代議員制」への実施に向けての具体的な内容についての意見交換を行いました。

出席者の中には、代議員制の移行への認識の違いもありましたが、今後意見調整を行い検討をし

ていきます。総会等の決定での認識に違いがあるようですが、ご意見がありましたら役員まで連

絡ください。（町会だより ２０５号 平成２５年２月５日を参照ください） 

８．違反ゴミや犬・猫の糞害が迷惑 

 燃やすごみの日に空き瓶が出されたり、資源ごみの日にそれ以外の物が出されたり、最近ごみ

出しの違反が多くなってきています。決められたルールを守り、廻りの人への気配りをしまし

ょう。 

 犬の散歩中の糞が町内の畑や道端に放置されている例が多く見られます。町内で犬を連れて散

歩される方は糞の後始末（自宅持ち帰り）をきちんとしましょう。ひとり１人の心がけが住み

よい荒屋団地をつくります。 

 

【お知らせ】  

 ○会員の異動  

   転 入 平成 25年 7月 25日 ９班  川坂 拓也さん 

   転 入 平成 25年 7月 30日 13班  澤田  真さん                   

   転 入 平成 25年 9月 3日  14班  浜下  昇さん                   



 ○慶事 

町内でおめでたい出来事（結婚や出産）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。 

○10月.11月の千坂校下、町会行事案内 

  ●10月 20日（日） 全市一斉美化清掃デー 

 お家の周りの清掃（側溝のごみ、空き缶、雑草の除草）を心掛けて下さい。 

AM7:00 より役員、各班長で町内バス通り、及び福久百坂線の道路の除草、ごみ拾いを

行います。 

  ●10月 27日（日）AM9:00～PM3:00 

第 36回千坂校下「文化祭」が行われます。当町会からは悠々サロン、クラフト同好

会、生け花同好会の皆さんが出展されます。皆さんどうぞ千坂小体育館、ピロティ、

公民館の方へお出かけになり、力作をご鑑賞下さい。 

 

  ●11月 3日（日・祝）AM10:00～PM12:30 （雨天決行） 

 平成 25年度世代間交流行事｛第５回餅つき大会｝開催 

会場：荒屋会館玄関前、２階研修室。３階ホール 

今年も恒例の餅つき大会を行います。町内の絆つくりやコミュニケーションを深める

絶好の機会です。大勢の皆様の参加をお待ち致しております。後日、詳細案内を配布

致します。 

 

  ●11月 17日（日）AM8:30～11:30 （小雨決行） 

町内防災訓練を行います。詳細は後日ご案内致しますが。7 月の千坂校下防災訓練

と同様、「訓練用避難済みカード」を使っての家族安否確認と金市やすらぎ公園（第一

次避難場所）での起震車体験、煙中体験訓練、初期消火訓練（消火器・バケツリレー）

を行います。「いさ！」という時には日頃の訓練が役に立ちます。奮っての参加お待ち

しております。 

 

【各種同好会・サークル活動報告】 

 「防災訓練に学ぶ」    ～第 70回荒屋悠々サロンの開催～ 

７月２０日（土）第７０回の悠々サロンが荒屋会館において開催されました。 

 今回は、昨年度から家庭ごみの分け方、出し方が変更になったにも関わらず、未だに間違って

出される人が多いため、金沢市リサイクル推進課の加藤

氏から講習を受けることになりました。 

 その受講の前に、中屋顧問から明日実施される校下防

災訓練について簡単に概要の説明がありました。なぜ、

千坂校下自主防災会が熱意を持って防災訓練を毎年実

施しているのか、その理由を大型画面を用いて説明され

ました。 

 わが国の活断層の中で校下を縦断する活断層の３０

年地震発生確率が高いとされていること、発生した場合、震度６強が想定され甚大な被害が発生



することを学びました。又、最近、違反ゴミが頻繁に出されるようになったと参加者からの声が

あがりました。早朝、見知らぬ人が車でやってきて出しているとの報告もありました。 

 この後、５，６，７月生まれの方５名の誕生会を行いました。それぞれの方からお礼の言葉が

述べられました。 

 お茶タイムには映画「ビルマの竪琴」のダイジェスト版を鑑賞しながら、「旅愁」「おぼろ月夜」

「埴生の宿」を合唱しました。奇跡的な英国軍と日本陸軍兵士達の大合唱に感動された方が多く

ありました。参加者から、このような会に参加できて幸せですと話された方がありました。 

  

「認知症予防を学ぶ」   ～第 71回荒屋悠々サロンの開催～ 

９月２１日（土）午後１時３０分から荒屋会館において、創設７周年記念（第７１回）荒屋悠々サロンが開催

されました。 

土居本代表に続いて中屋顧問のあいさつがあり、今回は福久包括支援センターの上田職員を招聘し、認知症予

防について講演が行われました。 

 講演に先立って認知症予防に有効な脳の活性化方法をイラスト

入りでまとめた資料が全員に配付されました。 

この資料に基づいて順次解説しながら講演されました。 

ラジオ体操、散歩などを毎日続けて行うことを勧められま

した。 

又、買い物支援を実施している店舗が紹介されました。 

お茶タイムでは、７周年を祝い饅頭の詰め合わせが配られ、

楽しいお茶タイムで２か月ぶりの交流会が繰り広げられ

ました。 

唱歌合唱では、元気よく「箱根八里」や童謡「かわいいさかなやさん」

「村祭り」を唄いました。 

続いてお楽しみビンゴが行われました。 

自分の名前をひらかなで書いてと指示され、あいうえおの１文字づつ

入れられた箱から取り出してそれと合っていたら〇印。全部〇がつい

たら「ビンゴ！！」 

景品はパンジーとシクラメンの苗が贈られました。 

最後に「いいね金沢健康体操」で締めくくりました。 

今日は好天に恵まれましたが、参加者が少なめだったのが残念です。 

 

 

 

 
 


