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町会だより №213号 
平成 26年 4月 25日

荒 屋 町 住 宅 団 地 町 会            

                                                                                     

1.平成２６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２６年度千坂校下行事予定 

５月１８日(日)   全市一斉美化清掃デー（町内側溝泥あげ） 

５月２４日(土)  親子バス遠足（児童館、行先は未定です） 

５月２５日(日)   第３６回千坂校下町会対抗ソフトボール大会  

６月 １日(日)   第２０回千坂校下町会対抗グラウンドゴルフ大会 

６月 １日(日)   春のクリーンキャンペーン資源（廃品）回収（少連）  

６月 １日(日)   千坂子ども消防クラブ防災体験（少連）  

６月 ６日(金)  百万石まつり子ども提灯太鼓行列（少連） 

７月 ５日(土)   子ども七夕まつり（児童館） 

７月 ６日(日)   第５０回千坂校下町会対抗バレーボール大会 

７月２０日(日)   子供会交歓グラウンドゴルフ大会（少連、荒屋団地子供会） 

８月 ２日(土)   第６０回千坂校下納涼盆踊り大会 

８月 ３日(日)   合同ラジオ体操（少連） 

８月 ３日(日)   資源（廃品）回収（育友会） 

８月２４日(日）  千坂校下防災訓練 

９月 ７日(日)  第２５回世代間交流グラウンドゴルフ大会（青少年健全育成協議会） 

９月１７日(水)  千坂地区敬老会（社会福祉協議会） 

９月２８日(日)  第６１回千坂校下社会体育大会 ※予備日なし 

１０月 ５日(日)  秋のクリーンキャンペーン資源（廃品）回収（少連）  

１０月１２日(日）  地域親睦バス旅行（行先未定） 

１０月１３日(月祝） 千坂小学校育友会主催バザー 

１０月１９日(日)  全市一斉美化清掃デー  

１０月２６日(日)  第３７回千坂校下文化祭 

１２月 ７日(日)  資源（廃品）回収（育友会） 

１２月１３日(土)  クリスマス会（児童館） 

１２月１４日(日)  ユニセフ基金＆クリスマス会（少連） 

１月１１日(日)   平成２６年度千坂校下成人式 

２月１１日(水祝)  第２８回少連祭 

３月 １日(日)   資源（廃品）回収（育友会） 

 

○平成２６年度荒屋町住宅団地町会行事予定（行事によっては月日変更の場合もあります） 

５月１１日(日)  世代間交流行事｢第６回餅つき大会」 

５月１８日(日)  町内３公園草刈り（役員・班長・町内住民ボランティア） 

８月 ３日(日)  児童公園草刈り（役員）盆踊り会場 

８月 ９日(土)  荒屋町住宅団地町会第４９回納涼盆踊り大会（雨天の場合は１０日） 

８月３１日(日)  町内３公園草刈り（役員・班長） 

１０月１２日(日)  第１回町内親睦文化祭＆芋煮会（児童公園） 

１０月１９日(日)  歩道清掃、歩道草刈り（役員・班長） 

１１月 ９日(日)  町内防災訓練 



２．第６回餅つき大会を開催します！！   ～世代間交流行事～  

  5月 11日（日）午前 10時より、荒屋会館 1～3階において、恒例の世代間交流行事 

 「第 6回餅つき大会」を開催いたします。   

  この行事は、金沢市から世代間交流事業の補助金交付を受けており、今年で 6年連続の 

開催となります。幼児、小学生を含め町内会の会員で、今は少なくなった杵と臼を使った 

伝統の餅つきを行い、世代間の交流促進を目的として継続してまいりました。お蔭様で年々 

参加者も増え、町民のコミュニケーションの場として定着し、皆さんから喜ばれています。 

 参加者募集の回覧が廻っていることと思いますが、多数の参加お待ちしております。 

五月晴れの一日皆さんで大いに楽しみましょう。 

  

３．５月１８日（日）は一斉美化清掃デー・泥あげの日です（雨天決行） 
－皆さんの手で自分たちの住む町をきれいにしましょう－ 

5月 18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午前 7時 30分までに南小公園に 

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注意点を確認の上、 

行ってください。 

(1) 土嚢袋は一戸に 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、配布された土嚢袋に入れ、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) 土嚢袋には、側溝の泥以外のごみは絶対に入れないでください。 

(5) 余った土嚢袋は、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皆さんと一緒に 
行いたいと思っております、ご協力ください 

  役員と班長さんとで町内 3公園（南小公園・北公園・児童公園）の草むしりを年 3回行って 

 おります。今年も昨年同様、町内の皆様とコミュニケーションを図る機会として、5 月 18 日

（日）午前７時からの 1時間、南小公園、北公園、児童公園の 3か所で草むしりを行いたいと 

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

人数を把握したいと思っております。自分たちの町会をみんなで綺麗に致しましょう。 

皆様奮ってのご参加、宜しくお願い申しあげます。 

※参加者の方には軍手。タオルを町会から用意いたします。鎌等はご持参下さい。 

 

役員、班長、各班ボランテイア参加者の公園割り振り 
 南小公園 1班、2班、3班、4班、9班の皆様、各々班長 

      町会長、竹本副会長、藤井副会長（公園管理） 

 児童公園 5班、6班、10班の皆様、各々班長、武田副会長、梨野副会長 

 北公園  7班、8班、11班、12班、13班、14班、15班、16班の皆様、各々班長、 

      澤田副会長、森多副会長 



 
４．町会役員で火の用心、夜の見周りを実施･･･春季火災予防運動に協賛 
 
 3月 20日(木)から 27日(木)まで平成 26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回りを致しました。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した。尚、町会では消火器の更新 
を進めています。昨年度は１班から 10班までを新品交換致しました。役員、班長、会館に 
消火器が常備されています。「イザ！」という時ご利用下さい。尚、火の用心には各家庭で 

十二分に注意して下さい。ご家庭内外を見周り、万全の防火安全対策をお願い致します。 
 
 平成 26年度の全国統一防火兵庫 
 

消すまでは 心の警報 ＯＮのまま 

 

５. 通学路の停止線を変更いたしました 

金市町交差点の通学路の停止線が余りにも横断歩道に近く、左折、 

右折する大型車両に児童が巻き込まれる事故が起こりうるので停止線

を下げたらという指摘が町民の方から出ておりました。 

3月 23日（日）千坂小学校育友会有志の方々のボランティアで停止

線が 2ｍほど下げて線引きいたしました。 4月からの新一年生が登下

校する通学路がこれで一安心となりました。 

 

 

 

 

 

６．11班のゴミステーションに資源回収等収納物置を設置 

4月 6日(日)AM8:30より、11班のゴミステーションに資源回収等 

 収納物置を新たに設置いたしました。従来、スチール製の書類棚を 

2台設置しておりましたが、痛みがひどくボロボロの状態で開け 

閉めも難しいという状態でした。4月の設置でしたが新消費税前の 

価格対応で交渉成立しました。町民皆様で使うものですので、大切 

に扱って頂きたいと思います。 

 

７. 14班で街灯設置（修理不能のため新しく設置しました） 

 14班の真田さん宅横の街灯が今年に入り、故障をして修理不能 

になりました。町会の年間街灯の設置台数は 5基ですが、昨年末迄 

に全て使い切ってしまい、4月にならないと新規設置が出来ない 

状況でしたが、駄目もとで 3月 10日に市役所に出かけ設置要請を 

お願いしましたところ、3月までの予算が余っているので設置して 

あげましょうということになりました。早速 3月 17日に業者に 

より設置して頂きました。大変ラッキーでした。 

 



８．新役員の決定 ～平成 26 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)、当田 貞雄(6班) 

【防犯委員】竹林 正人(1班)、竹本 かおる(2班)、武田 正美(5班)、藤井 直樹(6班) 

中山 良一(8班)、梨野 洋一(10班)、澤田 秀典(13班)、森多 美智子(14班) 

【健康推進委員】前田 千江子(9班)、中屋 保雄(11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 山本 外吉 (16班） 

副部長 岩田 亜紀 (15班) 

書 記 松井 克成（8班）、会 計 亀井 峰雪（16班） 

少 連 小町 美佳（8班）、少 連 東川 直子（11班）、少 連 池上 実加（15班） 

【青壮年部】 

壮年部部長 下島 康路（2班）、副部長 谷 光哉（15班） 

青年部部長 池上 淳司（15班）、会 計 森多 直樹（14班） 

【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）、副会長 盛田 秀好（8班） 

顧問 中屋 保雄（11班） 会 計 稲本 二美枝(3班) 

 

８．同好会・サークル活動報告など 

○「高齢者無事故運動」で偉業達成表彰 

 荒屋団地福寿会が平成 25年度の「高齢者無事故運動」 

に参加され、交通安全講習会などを積極的に開催し、会員 

相互の意識の高揚を図り、このたび会員全員の無事故を 

達成することが出来ました。 

この偉業達成の表彰として、2月 19日に金沢東交通安全 

協会会長、及び金沢東警察署長連名の「無事故達成の証」を 

授与されました。常日頃の熱心な交通安全運動の取り組みが 

このように評価され、町会としてもまことに喜ばしい 

限りです。 

 

 

 ○荒屋団地住民の活躍が新聞報道で紹介 

荒屋団地在住の 2名の方がそれぞれの活躍分野に関係する記事が 2月 27日の北國新聞に 

掲載されました。 

 

 



◆その一 

去る 2月 23日町会ブログで紹介した 2月悠々サロンの活動状況において、石川県災害 

ボランティア協会（水戸雅之会長）が 3月 9日もてなしドーム（金沢駅）で開催する 

東日本大震災被災者支援イベント つなごう絆 〜東日本大震災から３年〜 を各団体に 

協力が求められたことについて、土居本代表から悠々サロン参加者に趣旨説明があり、 

参加者全員で桜の花びらを作ることになりました。このことに関連した新聞記事が北國 

新聞に掲載されました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真は悠々サロンのもよう（2月 22日） 

 

 

◆その二 

文芸歌壇コーナーにおいて、石浦愛子さんが二位

に入選されました。一位に輝いたことも何度もある

石浦さんですが、今回久しぶりの紙面掲載となりま

した。 

今後も優れた作品を生み出されるよう期待したい

ですね。 

それにしても複数の荒屋団地住民が同時に新聞記 

事に掲載され、住民として誇らしく思えます。 

 

○書道展で入選 

 

「第 61回 2014石川県民書道展覧会」が去る 3月 5日(水) 

から 9日(日)まで金沢 21世紀美術館市民ギャラリー１Ａに

て開催されました。 

今回、荒屋団地から 2名の子どもたちが入選され、その

作品が展示されました。毎週土曜日に斉藤紫苑先生ご指導

のもと、荒屋会館 2階において書道教室が開かれており、

多くの子どもたちが熱心に書道に励んでいます。 

今回、めでたく入賞を果たしたのは「準大賞」として 

10班の東川紗希さん（10歳）の「思いやり」「文化賞」と

して 15班の池上葵さん(8歳)の「さくら」の 2作品です。 

斉藤先生も模範展示として中国の書道家「曹植（ｿｳｼｮｸ）」の詩を出展されました。 

入選されたお二人とも本当におめでとうございました。 

 

http://1.bp.blogspot.com/-AM7JXBDnZCg/UzFeQsk1pZI/AAAAAAAADp8/HK0-dZ99Kos/s1600/image.jpg


○第 77 回悠々サロンの開催「介護施設の利用の仕方・施設の選び方」ほか 

3月 15日(土)午後 1時 30分から、荒屋会館において第 77回悠々サロンが開催されました。

土居本代表と中屋顧問の挨拶のあと、行政書士・終活専門員の浜崎康彦氏を講師にお招きして

「介護保険の利用の仕方・施設の選び方」をテーマにした講演会が開催されました。 

介護施設を選ぶ秘訣などについて、今まで誰も教えてくれなかった話をされたので、参加 

者は真剣に聞き入っていました。終活の話題についても話され、改めて機会を設けて詳しい 

話をしていただくことになりました。 

お茶タイムのあと、金沢市包括支援センター 

ふくひさ主催による地域介護サロン 

「かるい尿もれ対策について」の講演を 

オークス(株)ライフケア事業部金沢あっぷる 

小坂店中島敏勝氏が行われました。皆さんは 

真剣な表情で講義を聞いておられました。  

最後に支援センター丸山職員から健康体操 

の指導がありました。 

 

〇第 78回悠々サロンでオカリナの音色が響く  

4月 19日（土）午後 1時 30分から荒屋会館 3Ｆホールにおいて、第 78回（4月度）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いて中屋顧問が挨拶に

立ち、町内全住居者約 700人、そのうち 60歳以

上が 270人余と高齢化が顕著となっていること

に触れ、福寿会（老人会）の加入者が 70数名し

かなく、そのうち社会活動が可能な人は半数程

度になり福寿会の活動が衰退してきた。 

3年前に新規加入者を増やすため、まずイメー

ジを一新し名称変更が必要と総会で提案したが、

理解していただくことができず否決された経緯を述べ、今月 27日の総会で再提案し可決され

れば、未加入者全員に加入趣意書を配付するので是非加入をお願いしたいと述べました。 今

回は千坂公民館オカリナ教室のご協力を得て、5名の皆さんにオカリナの演奏をしていただき

ました。「花」、「さくらさくら」、「おぼろ月夜」、「北国の春」等１０曲余を奏でていた

だき、参加者の合唱が響き渡りました。 

 

〇麻雀同好会会員募集！   初めての方でも女性でも大歓迎･･･ 

麻雀同好会は4月から2年目を迎えました。現在12名の会員で月2回 （第2.4土曜日AM9:30

～PM12:30）開催しております。ボケ防止に頭の体操に最適と会員は毎回楽しく賑やかに競技

を行っています。2ヶ月に一度点数合計で素敵な景品が当たります。新年度に入り会員を募集

することになりました。 

麻雀を知らない方でも女性の方でも大歓迎です。会費は年間 5000円です。次回開催日は 

4月 26日です。興味のある方は荒屋会館 3階に是非お越し下さい。 

入会希望の方は下記までご連絡下さい。 

麻雀同好会会長 中山良一（090-3885-1771） 

 

http://arayadanchi.blogspot.jp/2014/04/78.html
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９.お知らせ 

 〇新一年生 

  15班 池上 朝陽（あさひ）さん、岩田 龍樹（りゅうき）さん 

   ご入学おめでとうございます。 

○転入のお知らせ 

12班に辻野憲秀さんが転入されました。（平成 26年 4月 1日）荒屋町ロ 11番地 9 

○おくやみ 

７班の河村悟さん(48歳)が 3月 22日に逝去されました。 

謹んでご冥福をお祈り申しあげます。 

  〇お詫びと訂正 

前回の 212号の町会だよりの資料「平成 26年度荒屋町住宅団地懲戒組織編成表」に 
一部間違いの記載がありました、お詫びして訂正させていただきます。 
 各種同好会の「生け花同好会」の開催曜日に間違いがありました。 
   【誤】          【正】 
第 1・3週の木曜日     第 1・3週の火曜日 
 

○花泥棒へ！！ 
 
8班の中山町会長宅前の畑の歩道沿いに 4月はじめから色とりどりのチューリップが咲き

始め、道行く人を和ませています。 
ところが、18日（金）と 24日（木）の 2回。朝早くに心無い人がチューリップを数本ず

つ根元から折って盗んでいかれました。このチューリップは町会長のお母さんが以前より 
丹精をこめて栽培し、現在は奥さんが引き続いて面倒を見ておられます。チューリップが 
欲しいのならちょっと声賭けをして頂けたらいくらでも差し上げるのですが、本当に残念 
でなりません。花泥棒は昨年もありましたが、公にするのはと思い畑に注意の立て札を立て 

ただけで済ませましたが、2年続きとなるとやはり大問題です。    
花泥棒は、散歩をしているよその町会の方の仕業だと思いたいのですが、万が一、当町の 

方でしたら、今後このような卑劣な行為は絶対しないよう、心からお願い致します。 
 
 

 
 

  
 


