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1.荒屋団地クラフト同好会が森本郵便局で作品展開催 

 荒屋団地クラフト同好会（打林悦子代表・会員 8名）の作品展が 7月 10日から 16日までの 

1週間森本郵便局において開催されました。 

クラフト同好会は荒屋会館で毎週 1回の定例会を開催しており、先の東日本大震災の被災者

に手編みの防寒具をプレゼントしたり（新聞で紹介されました）、公民館文化祭に出展したり、

活発に活動しています。その他、盆踊り大会で着用する子ども用浴衣を手ぬぐいで製作したり、

千坂校下盆踊り大会で使用した仮装の用具も皆さんの製作によるものです。 

     

 

2.第 81回荒屋悠々サロン開催  〜遺言・相続についての問題事例を聞く〜 

7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 81回荒屋悠々サロンが

開催されました。 今回は遺言・相続についての問題事例を荒屋団地居住の中屋薫美司法書士

を招聘して講演会が開かれました。 

遺言がなかったため相続が円滑にできなかった事例のほか、遺言書の効力や書き方について 

約１時間の講演のあと、質疑応答時間には数名の方から熱心な質問が行われました。 

 講演後、土居本代表から「中屋さんは、町内に住んでおられるので相続等に悩む場合は気軽

に相談してください」と参加者の皆さんにおすすめがありました。 

この後、お茶タイムで「箱根の山」「我は海の子」「雀の学校」の童謡を合唱し、4・5・6 月

生まれの 5名の方の誕生祝が行われ、赤飯が配られました。 

 8月、悠々サロンはお休みし、9月に開設 8周年を記念して開催の予定です。 

 

講演の様子                質疑応答の時間 
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3.踊り大会が中止に 

 8 月 9日（土）に予定していた「第 49回納涼盆踊り大会」は、台風 11号の接近による悪天

候のため、中止しました。楽しみにしておられた方々には大変申し訳ない結果となりましたが、

落雷や強風による被害も想定され、やむを得ない決断であったことをご理解ください。 

 町会各部会、同好会はじめ、ご協力賜りました皆様方には重ねて厚く御礼申し上げます。 

本当にありがとうございました。 

 

4.千坂校下防災訓練が実施されました  〜学童登校も一緒に〜 

8月 24日（日）午前 8時 00分 森本・富樫断層を震源とする M7.2震度 6強の巨大地震が発

生したという想定で、第 18回千坂校下防災訓練が実施されました。 

訓練開始と同時に一次避難場所の「金市やすらぎ公園」に避難者が続々と集まってきました。 

     

 一次避難場所の金市やすらぎ公園     この後二次避難場所の千坂小学校へ移動 

 

この日は千坂小学校の全校登校日でもあり、児童もやすらぎ公園に集合し、小学校への避難

訓練も同時に実施されました。学童と保護者および一部の避難者は、この後二次避難所の千坂

小学校に集団での徒歩避難を実施しました。 

小学校体育館では木下防災士による地震に対する避難行動の話や各種避難訓練を行い、防災

に対する意識付けを行いました。避難訓練に参加頂きました皆さまお疲れ様でした。 

 

5.[ほくでんエネルギー講座＋クラフト体験]を荒屋団地クラフト同好会が開催！ 

  9月 9日（火）午後 1時から荒屋会館 3階にて 

「ほくでんエネルギー講座＋クラフト体験」のカルチャー教室がクラフト同好会、会員 8名と

北陸電力スタッフ合同で開催されました。 

この教室は北陸電力石川支店のスタッフが出張し、女性会を対象としたエネルギーや環境の

話と楽しい体験をプラスした講座です。午後 1時から電気、エネルギー、環境、省エネルギー

や北陸電力の取り組みなど、約 1時間にわたっての講義の後、スタッフが用意したクラフト材

料を使って 

の楽しいクラフトつくりを体験しました。 

 

1時間で全員完成！とってもかわいくできました。日頃聞けないエネ

ルギーの話は大変ために 



 

なりました。クラフト同好会としては今後も色々な機会を捉え、見分を広めるべく積極的にト

ライして行きたいと思います。 

6.第 82回荒屋悠々サロン開催  〜発足 8周年記念で食事交流会が開かれる〜 

荒屋悠々サロンが今月 8周年を迎えたことから、去る 9月 20日(土)それを記念して食事交流 

会が行われました。折詰弁当と料理同好会のご厚意により「吸い物」も作っていただきました。 

 
食べながら話が弾みました    包括支援センター上田職員もお手伝いされました 

お茶タイムのあと、金沢市近江町消費生活センター広瀬裕子相談員を講師に招き、「悪質商法 

に対する高齢者の被害防止」をテーマに講演していただきました。講演のあとの質問タイムに 

は、数人の方から質問が出され丁寧に答えておられました。 

これが終わって健康体操を行い、8周年記念となる悠々サロンが閉会となりました。8周年を 

迎えられたことは、それを支えてこられたスタッフの皆さんの努力があったからにほかなりま

せん。感謝を申し上げ、今後とも末永く継続されますようお願いいたします。 

 

7.第 83回荒屋悠々サロン開催   〜千坂校下文化祭出品作品制作〜 

日中は強い日差しで久しぶりに暑い日に 

なった 10月 18日(土)午後 1時 30分から荒屋 

会館において、第 83回荒屋悠々サロンが開催 

されました。 

中屋顧問から 9月 3日に開催される金沢市 

社会福祉協議会大会において、悠々サロン 

土居本代表と堂口民生児童委員が表彰される 

ことが紹介されました。 

 この後 10月 26日に開催される千坂校下 

文化祭に出品する「小物入れ」を製作しました。            作り方の説明  
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出来上がった作品「デコウォール」 
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参加者全員が立派な小物入れを作ることがで

きました。  この後、8・9・10 月生まれの方の

誕生会が開かれ、94 歳となられた新保さんほか

3名の誕生をお祝いし、赤飯が贈られました。  

今でもケアセンターへ「話し相手」のボラン

ティアをされている一人暮らしの新保さんの生

き方に魅せられます。 

 

 

大・中・小でワンセット完成！ 

 

8.全市一斉クリーンキャンペーンの実施  

10月 19日(日) 朝７時から、クリーンキャン 

ペーンに合わせて住民ボランティアにより、 

南小公園の側溝のゴミ・落ち葉拾い、北公園の 

農業用水路の壁の樹木撤去、７班調整池周りの 

除草、町内の主要道路の除草とゴミ拾いを行い 

ました。約１時間の作業で、町内の環境は見違 

えるほど綺麗になりました。 

この時、南小公園の公園内の照明灯の真下が 

暗いとのご意見があり、有志の方にお願いして 

チエンソーでカットしていただきました。 

これで夜のごみ当番も足元がしっかりと見えて、懐中電燈が要らないと思います。 

どうもありがとうございました。 

このようなご意見等がありましたら、班長さん、町会役員までご連絡ください。 

  

9.荒屋住宅団地「2014・秋まつり」  ～秋晴れの空のもと開催～ 

今年、盆踊り大会は残念ながら中止になりましたが、はじめての催事として 10月 19日（日） 

荒屋住宅団地「2014・秋まつり」が秋晴れの空のもと開催されました。 

朝から多くの役員、班長、同好会等の皆さんが協力して会場設営をし、12時に中山町会長が 

開会の挨拶をされ、模擬店等の販売が開始されました。 

   

楽しいゲーム等が準備され、模擬店は、交友会（ビール、ラムネ等）・子供会（おもちゃショ

ップ）・青壮年部（焼き鳥、ホットドック等）・料理同好会（メッタ汁）・悠々サロン（赤飯、 

お餅）等の販売を行い、楽しい一時を過ごして頂くよう配慮いたしました。 

４ 



     

ホールインワンゲームでは、なかなかホールインワンが出ませんでしたがそれでも大きな声 

を出しながら、老若男女問わず多くの参加者で最初から盛り上がりました。 

 次の、幸せいっぱい・瓶満杯ゲームでは、普段あまり話したことのない方々も同じチームで 

喜びを分かち会いました。 

        

  3つ目の豆を箸でつまんで皿から皿へ移すゲームでもお隣さんのお孫さんや、ご近所さんで 

箸の使い方を勉強しました。 「ふ〜む！ 思うようにはいかないなぁ。」 

最後は、ビンゴーゲームで豪華景品をゲット！   
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全員に参加賞を配り、澤田副会長が閉会の挨拶をされました。 

この間、田中展朗市議会議長、谷内県議会議員、麦田市議会議員、近隣の町会長、最後に

馳衆議院議員も参加を頂き、ご挨拶や記念撮影で皆さんと盛り上がりました。ビンゴーゲー

ムの参加人数は、当初予定の 150名を大きく上回り 210名にのぼりました。 

多くの方々のご協力、ご参加を心より感謝申し上げます。14班の小竹さんが会場内をフル

に撮影していただいた記録写真が CD化されておりますので、ご覧ください。 

 

10.第 64回県勤労者美術展、書道の部に藤江さん(4班)赤田さん(14班)が入選！ 

   10月 23日付けの北國新聞朝刊に第 64回県勤労者美術展がめいてつエムザ会場にて 26日 

まで、日本画、洋画、書道、写真、手工芸の 5部門で 230点の入選作品が展示されるという

記事が載っていました。入選者の中で書道の部に藤江陽子さん（4班）が石川県議会議長賞

を、赤田すみ子さん（14班）が金沢市議会議長賞を受賞されました。 

両名の方、おめでとうございます。 

 

11. 錦秋の白山スーパー林道へバス研修旅行：荒屋団地シニアクラブ 

   10月 30（日）朝から雲一つない秋空のもと、荒屋団地シニアクラブの 36名（男 12名、 

女 24名）が午前 9時に協和工業前から大型観光バス（市福祉バス）に乗車し、白山スーパー 

林道方面に向けて出発しました。去年は能登島方面に 26名が参加しましたが、今回はそれを 

10名も上回りました。5月に組織をあげて実施した加入促進活動により、新規加入者が 23 

名に上り組織存続の危惧が解消しました。 

    鈴見町付近街路樹の紅葉も見ごろ、野田山付近から銀杏並木の黄色に染まった景観を眺め 

乍ら道の駅瀬女に到着。名物の栃餅などを買い求めてから白山スーパー林道に入りました。 

    

三方岩駐車場付近まで上ると紅葉は落葉してしまっていましたが、立山連峰が手に取るよ 

うに眺めることができました。平日なのに県外車を含めとても大勢の観光客が紅葉を楽しん 

でいました。 

６ 



帰り道は登り道とまた違った景色を眺めることができ、中宮温泉へと向かいました。 

     

荒屋団地福寿会を脱皮して荒屋団地シニアクラブと名称変更して最初の行事でした。 

   今後とも名称変更をした目的を果たすため、新たな活動を目指していきますので未加入者の 

皆様の入会を是非検討していただきたくお願い申し上げます。 

 

12. 第 37回千坂校下文化祭開催、当団地から多数の出展、来場者に大好評！！ 

10月 26日（日）午前 9時より千坂小学校体育館において 

第 37回千坂校下文化祭が開催されました。オープニングセレ 

モニーとして、平成 26年度ＮＨＫ全国学校音楽コンクール石 

川県小学校の部で金賞（8年連続）、東海北陸ブロックコンク 

ール小学校の部で奨励賞を受賞した千坂小学校ドリームによ 

るコーラスが披露されました。東日本大震災の応援歌でもある 

「花は咲く」他、2曲を澄み切った天使の歌声で歌い上げて頂 

きました。その後、式典に移り、中屋公民館長による式辞が

あり、    

表彰式へと進みました。 

 

表彰式では当団地の田上彩花さん（5班、高 3）、   

山本唯さん（16班、高 3）の両名が、千坂校下青     

少年健全育成協議会「善行青少年表彰」の部で 

表彰されました。この善行賞は小、中、高校と子 

供たちのリーダーとして、千坂少年連盟、金沢市 

子ども会連合会の活動に積極的に参加され、その 

奉仕の気持ちと仲間作りに献身的な姿勢が模範 

となり顕彰の対象になりました。又、両名とも平 

成 24、25年度の「北國あすなろ賞」も受賞され 

ておられます。荒屋団地からこのような素晴らし 

いリーダーが連続して輩出されたということは大 

変名誉な事です。心から賛辞を送りたいと思いま 

す。   

千坂校下町連会長、西田様より祝辞があり、三井さんが表 彰者

を代表してお礼の言葉を述べられ１時間にわたる式典は終 了と

なりました。 
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体育館の壁面には各町会、公民館サークルの団体による展示物が掲示されておりました。 

当団地からは「荒屋悠々サロン」「クラフト同好会」「生け花同好会」が出展しました。どの

作品も力作揃いで見物している方からも～荒屋団地は何事にも一生懸命だねｴ～とのお褒め

の言葉を頂きました。１階のピロティでは公民館委員、児童館委員、校下婦人会による模擬

店や即売会があり終日賑わっておりました。荒屋団地子供会からも一年間の活動報告の壁新

聞が掲示されており、実にうまく書かれていて感心しました。体育館会場では公民館各種教

室の皆さんによる発表会が行われ､日頃の成果を遺憾なく発揮しておられました。公民館ホー

ルの健康フェアにも大勢の方が参加され、楽しい活気のある文化祭でした。 

 

13. 16班の皆戸さん、受賞される！！ 

去る 9月 27日、16班の皆戸信子さんが健康推進委員として多年にわたり市民の健康増進 

運動を積極的に推進し尽力された功績に対し「金沢健康を守る市民の会」会長の東良勝様 

から表彰されました。おめでとうございます。 

 

14. 9班の松平倖宜君、受賞される！！ 

   去る 10月 25日、9班の松平倖宜君（森本中 1年）が第 50回石川発明くふう展において 

  「発明協会会長奨励賞」を受賞されました。作品名は「パチンコ玉ループマシン」です。 

発明協会からの受賞は 2年連続です。誠におめでとうございました。 

 

〇違反ごみだしが目立ちます。 

町内の各ゴミ出しステーションに最近違反ごみが増えてきております。空き瓶回収の日に 

中身の入った瓶が出ていたり、不燃物の日にプラスチックが出されたり管理する当番の方が 

困っております。各自、配布された「家庭ゴミの出し方」を再度確認して適正なごみ出しに 

協力お願い致します。 

 

〇スピードを出さないで！！ 

6班の庄司さんの裏の蓮田が埋め立てられ、5軒分の宅地造成がなされましたが、周辺の 

道路が一部拡張したことと見晴らしの良くなったことが重なり、2班から 6班に向かう道路

や 8班から 5班に向かう道路の十字路を一旦停止せずに、スピードを出したまま通行する車 

が多くなっております。大変危険ですので必ず一旦停止をして通行してください。 

 

〇転入のお知らせ 

10月、3班に竹内茉莉子さん、柊真（しゅうま）さん、穂乃（ほの）さんが転入されまし 

た。荒屋町イ-148 

 

〇おくやみ 

10班の松野 潔 さん（48歳）が 9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。 
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