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メールアドレス：arayadanti@m2.spacelan.ne.jp     

町会だより №２１７号 
平成 2７年 1 月 18 日

荒 屋 町 住 宅 団 地 町 会            

                                                                                     

１．新年あけましておめでとうございます 

皆様には、お健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

町会長の職を２年間にわたり担わせて頂きました。これもひとえに皆様方の格別のご理解、ご支

援の賜物と心から御礼申し上げます。 

昨年度は「第 49回納涼盆踊り大会」が台風接近のため中止となり本当に残念でした。しかし、

9 月の第 61 回社会体育大会では、選手諸君の奮闘と大応援団の声援で、一昨年の最下位から見

事総合優勝に輝くという快挙を成し遂げ大変感激致しました。10 月の「2014･秋まつり」では、

お天気にも恵まれ、200人を超す参加を得て、楽しく有意義な一日を過ごすことが出来ました。  

いずれのイベントも大会の企画、準備、運営や模擬店開設等にご尽力頂いた各関係組織、町会

役員の皆様のお陰と心から感謝申し上げます。 

さて、田上前町会長の時に町会創立 50 周年を記念する様々なイベントを行いましたが、今年

は千坂校下町会連合会が設立 50 周年を迎えます。それを記念して町連では二つの事業を立ち上

げ現在遂行中です。一つは各町会の防災マップの作成、もう一つは記念誌の作成です。防災マッ

プでは昨年 8月の校下防災訓練前に役員一同で町内のブロック塀倒壊危険個所や用水の測量、避

難誘導、避難場所等の確認を行い、マップ上に記入作成をしました。このマップは年内に各世帯

に配布される予定です。一方、記念誌では町連副会長の中屋さんが編集委員長となり、来年一月

発刊をめざし現在作業を進めています。その中に校下 23町会毎の「50年の歩みと今後の課題」

という項目があり、昨年末に事務局に当町会の記事を提出致しました。 

その記事の中で町会の現状把握と今後取り組むべき課題を提示しておりますのでご紹介させ

て頂きます。まず、町会会員の年齢別分布と世帯人数分布を調べてみました。細かい数字は省略

しますが、会員総数 723人のうち、65歳以上が 202人（28.0%）、19 歳～64歳が 395人（54.6％）

小･中･高校生が 97人（13.4%）未就学児が 29人（4.0%）となっています。 

又、世帯別では世帯総数 252世帯のうち、一人暮らしが 38（15.0%）二人暮らしが 77（30.6%）

三人暮らしが 59（23.4%）と 2/3以上の世帯が 3人未満です。このまま推移すると問題視されて

いる 2025 年にはますます少子高齢化が進み、町会運営、班編成、班長業務、高齢者支援、子供

会活動等に多大の影響を及ぼすこととなります。（数字は平成 26年 11月 22日現在） 

以上の状況を踏まえて、以下の事柄を今後取り組んで参りたいと考えております。 

① 若手、年配者を問わず、体力のある有志による高齢者世帯のサポート。 

② 新たに作成した独自の災害台帳用住民票による災害時の的確な安否確認と昼間、夜間人数の把握、 

機敏に動けるボランティア有志による防災、防犯委員の選出と活動指針の策定。 

③ 会員相互の親睦とコミュニケーション活性化対策（老若男女を問わず、催し物の多様化） 

④ 子供会活動支援と乳幼児の子育て支援の拡充（若い世帯の町内誘致活動の促進） 

⑤ 持家会員のみならず集合住宅会員の防災台帳用住民票登録実施と防災意識の向上、行事の参画推進。 

新役員、新班長と一緒に三年目の今年度は、皆様の英知と企画力、行動力をお借りして、地域

文化の創造、住民相互の絆つくり、お互いを助け合うコミュニティの構築実現のため、町会運営

に邁進してまいる所存でございます。さらなるご支援、ご協力を賜りますよう心からお願い申し

上げますと共に、皆様方のご健勝とご多幸を祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせて頂きます。 

 

町会長 中山 良一 

ほ か 役員 一同 
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２．新成人の皆さん、おめでとうございます 

当町会では 5名の新成人が誕生いたしました 

 平成 26 年度千坂校下成人式が 1 月 11 日（日）PM1:00 より、金沢市文化ホール２階大集会室

で開催されました。国歌斉唱、市民憲章の唱和、新成人紹介、中屋公民館館長の式辞、山野金沢

市長の祝辞（代読）、西田町会連合会会長の祝辞のあと、新成人代表による「誓いの言葉」「明る

い選挙推進の誓い」「交通安全宣言」の決意表明がありました。「明るい選挙推進の誓い」には当

町会の寺本梨乃さんが成人代表で決意表明されました。 

記念撮影の後、PM2:00から同会場で来賓、恩師も交えた懇親会が開かれました。 

当町会で成人式を迎えられた方は以下の 5名の皆さんです。誠におめでとうございます。 

今後とも、社会人の一員として町会活動に積極的に参加頂くよう、宜しくお願い申し上げます。 
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（敬称略 ｱｲｳｴｵ順） 

【昨年末、年初の行事、出来事のご案内】 

３．児童公園の水銀灯が修理されました 

児童公園の蔵谷さん宅側の水銀灯が 12月中旬から切れておりました。公園内の街灯修理は市

の「緑と花の課」の管轄でしたので早速修理依頼をしました。年末ぎりぎりの 29日（月）に市

の委託業者さんによって修理完了致しました。 

 

４．ディーダス 1137第 2駐車場の用途地域変更に伴う意見交換会を開催 

12 月初旬に市の都市計画課から表題の件で依頼がありました。ディーダス 1137 第 2

駐車場に隣接する 14 班、15 班の一部の皆様に 12 月 15 日付けでご案内をし、12 月 22

日（月）PM7:30 から荒屋会館 3 階において「意見交換会」を開催致しました。市から

課長を含め 4名の方が、町会からは中山町会長、武田副会長、14班、15班の会員の方、

13名合計 19名が出席し、活発な意見交換を致しました。 

 

５．納税協力会会員に粗品を配布致しました 

12月 20日（土）から 21日（日）にかけて各班長さんに納税協力会会員向けの粗品

を配布して頂きました。平成 25年に協力会会員の募集を行い、25名の方の加入を頂き、

今回配布数は 171戸でした。寒い中、班長さんには本当にご苦労様でございました。 

 

６．役員で火の用心、拍子木による夜の夜回り活動･･･冬季火災予防運動 

12 月 20 日（土）、21日（日）の両日、役員による火の用心の夜回りを行いました。

寒い中ご苦労さまでございました。又、12 月中旬に昨年に引き続き、消火器の新品交

換を行いました。今回は 11 班～16 班、役員、荒屋会館玄関前、玄関内の合計 15 本を

交換致しました。 
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７．2月 1日（日）開催の第 53回総会の代議員決定!! 

11月 25日付、各戸配布の「荒屋団地第 53回定期総会代議員選出公示」案内の結果、

新たな立候補者はなく当期、次期班長さんが信任されました。２月 1日 AM10:00開催の

総会には必ずご出席お願い申し上げます。 

万が一、欠席される場合は委任状の提出が必要となりますので、1月 26日（月）まで

に各ブロックの副会長（平成 26年度）までご連絡下さい。 

 

班   氏 名    氏 名    班   氏 名    氏 名    

１  大平  雄  打林 悦子   ２  泉  真也  竹本 かおる 

３  飯田 政則  金子 喜一郎  ４  木下 俊一  神戸 重盛 

５  清水 智且  松嶋 好美   ６  竹中 是明  山岸  博 

７  武田 信昭  前田 祐子   ８  浅田  均  西川 エミ子 

９  山本 奈美子 堂口 多津子  10  杉浦 智香  高林 清二 

11  吉田 幸栄  村角 忠介   12  竹中 英子  出口 久恵 

13  穴田 明子  上野 祥子   14  真田 静子  馬場野 豊 

15  信濃 節子  池田 広久   16  小峰 多美子 亀井 峰雪 

 

※ 当期班長さんは 20日前後に各戸に配布する総会資料について、班ごとの質問、意見等を 

取りまとめて総会にご出席ください。 

 

８．シニアクラブ忘年会開催  〜和倉温泉「宿守屋 寿苑」～ 

12月 18日（木）、シニアクラブ（旧福寿会）の忘年会が、小谷内会長のご尽力により和倉温

泉「宿守屋 寿苑」で盛大に開催されました。 

途中無名塾で有名な「能登演劇堂」では、舞台の上まであがり役者の気分をも味わいました。 

観劇に来られた経験のある方もおられましたが、舞台装置の説明を受けて、あらためてこの演劇

堂の良さを認識されたようです。 

 和倉温泉では、6時から小谷内会長の開会の挨拶と乾杯で宴席がはじまり、大宴会は 9時ごろ

まで続きました。 

温泉を満喫し、普段と違ったお付き合いができてとてもよかったとの声も聞かれました。 

 帰りには西山インターで家族へのお土産を買って、皆さん無事に帰宅の途につきました。 

今回は参加者が 16 名と少なかったこともあり、次回 2 月頃に予定している新年会には、役員会

を開催してできるだけ多くの方々が参加できるように配慮していきたいと考えております。 

尚、写真を配布可能ですので、シニアクラブ小谷内会長まで連絡ください。 

   
能登演劇堂を見学       観客席で説明       宴会のスナップ  
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９．折り紙で干支（未）飾り作成：第 85回荒屋悠々サロン  

12 月 20 日（日）午後 1 時 30 分から荒屋会館において、第 85 回荒屋悠々サロンが開催され、

来年の干支飾りを製作しました。毎年 12 月の悠々サロンでは来年の干支飾りを製作しています

が、今回は未の飾りを製作することになり、講師に山田絹子さんをお招きして指導していただき

ました。折り紙の大家である庄田先生はこの時期になると超多忙。オリジナルな折り紙の素晴ら

しさに毎回感心します。お茶タイムでは、荒屋団地シニアクラブが 18～19日 和倉温泉で忘年会

を開催した時の写真が紹介されました。  

     
未の干支飾り            全員出来上がり、記念撮影！！ 

 

１０．北國文芸歌壇の部で石浦愛子さんが１位入選  

4班の石浦愛子さんが、北國文芸歌壇の部において、見事１位入選の栄に輝きました。 

石浦さんは、十数年前から短歌の投稿をはじめ、 

今では北國新聞や朝日新聞等に毎月 5、6点投 

稿され、１位入選は数回に登るそうです。 

道にさく花、何気ない日常の生活、そんな中 

 から作品を通して他人でもその情景や作者の 

 感情が手に取るように思い浮かぶ石浦さんの 

作品には定評があります。 

荒屋悠々サロンにも毎回参加されており、皆さんと会話ができるのが楽しみにしておられる 

とか。 何時までもお元気で制作に励まれることを期待します。 

荒屋団地には千坂公民館俳句教室の講師を務められている高村俊子さんも、同人誌俳壇にお 

 いて優秀な成績を残されております。 

文芸界に功績を残されているお二方のますますのご活躍を祈ります。 

１１．荒屋会館にコピー専用機を導入しました。 

 昨年末役員会で協議して、会館にコピー専用機を導入することを決定

しました。導入のきっかけは一年に５．６回発行している町会だよりの

印刷時間が、今までのプリンターですと、最低でも３～４時間、年１回

の総会資料においては 13～16時間かかつていました。 

総務担当副会長の時間的な労力たるや非常に厳しい状況でした。 

今回導入した「ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ複合機、bizhub364ｅ」は 1分間に 36枚印刷可

能な最新鋭機です。総会資料が３～４時間で終了という優れものです。

兼岡ジムキさんに大出血サービスをして頂きました。5 年リースで行い

ます。町会役員のみならず、各部会、各サークル、同好会、一般会員の

皆様の所有物です。どうぞ気兼ねなくご利用下さい。 
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１２．折り紙で独楽を作ろう：第 86回荒屋悠々サロン  

1月 17日(土)午後 1時 30分から荒屋会館において第 86回荒屋悠々サロンが開催されました。

北永進行係に続いて土居本代表から新年の挨拶のあと、中屋顧問から、先月皆さんに紹介した 

石浦愛子さんが北國花壇短歌の部で１位に入選されたことについて報告があり、その掲載された

短歌をネット検索して、新聞記事を読み上げて紹介しました。 

今回は 3 枚の色紙が配付されて、仕上がった

サンプルの「こま」を皆さんに見てもらい、 

「今日はこの独楽を折りましょう」と説明がな

され、早速折り紙が始まりました。 

ネット検索で同一の折り方があるのが見つか

ったので、画面に動画を映して参考にしました。 

とても賑やかに楽しく折り紙を全員で楽しみま

した。 

次に唱歌「１月１日」を合唱し、お茶タイム

でお抹茶をいただきました。 

続いて童謡「富士の山」、「スキーの歌」、「雪の降る町を」等を合唱しました。 

久しぶりに「長生き音頭」を笑顔で合唱。 最後に金沢健康体操で締めくくりました。 

今回の折り紙は家に持ち帰ってさらに折りたいと大好評でした。 

 

１３．荒屋団地に新会員加入･･･「まごころマッサージ」ＯＰＥＮ！！ 

 12月 12日（金）荒屋町イ 229-1（笠島ｸﾘｰﾆﾝｸﾞさん跡）に「まごころマッサージ」さんが 

新規開業されました。ご家族の転居は 1月終わり頃ということです。お名前は木野さん、 

電話番号は 257-0553。受付時間が AM10:00～PM9:00 定休日は毎週月曜日です。 

新たに荒屋の会員となられました。ご利用してあげてください。宜しくお願い致します。 

 

１４．各サークル、同好会からの会員募集について 

新しい年を迎え、各サークル、同好会では新会員を募集しています。現在入会している方はお

友達も増え、毎回充実した文化活動を行っています。募集のサークルと開催日は以下の通りです。 

お気楽に声掛けしてください。詳細は各サークルにお問い合わせ下さい。 

■ネットサークル（第 1･3土 PM7:30～ 中屋 257-6691） ■青壮年部   （下島 258-2723） 

■茶道同好会  （第 2･4木 PM1:00～ 黒田 257-3690） ■シニアクラブ（小谷内 258-4680） 

■生け花同好会 （第 1･3火 PM2:00～ 皆戸 257-7547） ■荒屋町交友会 （松井 258-0553） 

■映画同好会  （第 2･4火 PM1:30～土居本 258-2965）■荒屋悠々サロンスタッフ募集 

■麻雀同好会  （第 1･3土 AM6:00～ 中山 258-3401） （毎月第 3土 PM1:30～土居本） 

■クラフト同好会（第 2 木 PM1:00～ 打林 258-1551） ■囲碁・将棋同好会（中屋） 

■健康クラブ  （毎週 水 PM7:00～ 打林 258-1551） ■写真      （中屋） 

■カラオケ同好会（毎週月・金 PM1:30～ 中屋 257-6691） ■園芸      （中屋） 

■グランドゴルフ同好会（毎週火 AM8:00～小谷内 258-4680 荒屋八幡公園） 

 

 


