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１．平成 27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２７年度千坂校下行事予定 

４月１９日(日)  千坂校下町会連合会及び諸団体総会 

５月１７日(日)   全市一斉美化清掃デー（町内側溝泥あげ） 

５月２３日(土)  親子バス遠足（児童館、行先は未定です） 

５月２４日(日)   第３７回千坂校下町会対抗ソフトボール大会  

５月３１日(日)   第２１回千坂校下町会対抗グラウンドゴルフ大会 

５月３１日(日)   春のクリーンキャンペーン資源（廃品）回収（少連）  

５月３１日(日)   千坂子ども消防クラブ防災体験（少連）  

６月 ５日(金)  百万石まつり子ども提灯太鼓行列（少連） 

７月 ４日(土)   子ども七夕まつり（児童館） 

７月 ５日(日)   第５１回千坂校下町会対抗バレーボール大会 

７月２６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 １日(土)   第６１回千坂校下納涼盆踊り大会 

８月 ２日(日)   合同ラジオ体操（少連） 

８月 ２日(日)   資源（廃品）回収（育友会） 

８月２３日(日）  千坂校下防災訓練 

９月 ６日(日)  第２６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１４日(月)  千坂地区敬老会（社会福祉協議会） 

９月２７日(日)  第６２回千坂校下社会体育大会 ※予備日なし 

１０月 ４日(日)  秋のクリーンキャンペーン資源（廃品）回収（少連）  

１０月１１日(日）  地域親睦バス旅行（行先未定） 

１０月１２日(月祝） 千坂小学校育友会主催バザー 

１０月１８日(日)  全市一斉美化清掃デー  

１０月１７〜１８日 千坂｢わんぱくきっず村｣（少連） 

１１月 １日(日)  第３８回千坂校下文化祭 

１１月２２日(日)  千坂町会連合会５０周年記念式典 

１１月２９日(日)  資源（廃品）回収（育友会） 

１２月１２日(土)  クリスマス会（児童館） 

１２月２０日(日)  ユニセフ基金＆クリスマス会（少連） 

１月１０日(日)   平成２７年度千坂校下成人式 

２月未定     立志の集い（公民館・少連・健全育成） 

２月１１日(祝)   第２９回少連祭 

３月 ６日(日)  資源（廃品）回収（育友会） 

３月未定     交通少年団卒団式 

 

 

 

 



○平成２７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１０日(日)  世代間交流行事｢第７回餅つき大会」 

５月１７日(日)  町内３公園草刈り（役員・班長・ボランティア） 

８月 ２日(日)  児童公園草刈り（役員）盆踊り会場 

８月 ８日(土)  荒屋町住宅団地町会第５０回納涼盆踊り大会（雨天の場合は９日） 

１０月１８日(日)  歩道清掃、歩道草刈り（役員・班長･ボランテイア） 

１０月１８日(日)  第２回秋まつり（予定）（児童公園） 

１１月 ８日(日)  町内防災訓練（児童公園） 

２．千坂校下町会連合会５０周年記念事業「防災マップ」全世帯配布！！ 

町会連合会は今年創立 50周年を迎えるに当たり、校下 23町会を網羅した「防災マップ」を 

記念事業の一環として作成し、4月上旬に町会全世帯に配布をいたしました。 

この「防災マップ」はそれぞれの町会から二次避難場所である千坂小学校までの避難経路と各

町会における避難場所を明示したものとなっております。 ご家庭の目立つところに置かれて

いざという時に役立てていただくようお願いいたします。尚、町会は町連への登録世帯（266

世帯）のみならず、集合住宅（100世帯）の方にも配布を致しました。ご了承ください。 

３．第 7回餅つき大会を開催します！！ ５月１０日午前１０時から  

5月 10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７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 7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。 

五月晴れの一日を皆さんで大いに楽しみましょう。 

４．５月１７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 1７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。 



側溝泥上げと同時に町内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．AM7:00〜8:00 
 

 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 2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 17 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、回覧にて参加者の募集を行います。 

自分たちの町会をみんなで綺麗にしましょう。 

皆様奮ってのご参加、宜しくお願い致します。 

※参加者の方には軍手。タオル、飲料を町会から用意致します。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 1〜4班、9班の皆様、各々班長 

      中山町会長、渡野副会長、飯田副会長 

 児童公園 5、6班、10班の皆様、各々班長、梨野副会長、浜島副会長 

 北公園  7班、8班、11〜16班の皆様、各々班長、宮島副会長、谷副会長 

 
５．町会役員で火の用心、夜の見回りを実施･･･春季火災予防運動に協賛 
 
3月 21日(土）から 26日（木）まで平成 27 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。役員の皆さんご苦労さ
までした。火の用心には各ご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いたします。 
過去 5年間の住宅における出火原因ワースト 4は以下のとおりです。ご注意下さい。 
1位･コンロ、2位･放火、3位･たばこ火の不始末､4位･テーブルタップ・屋内配線 

 
 平成 27年度の全国統一防火標語 
 

もういいかい 火を消すまでは まぁだだよ 
 

６．乳幼児子育て支援手当を支給しました 

第 53回総会にて執行部から提案され、承認された乳幼児子育て支援手当を支給いたしました。 

町会新年度現在(H27.1.1)で 0歳から 3歳児までの 16名の方が対象となりました。 

支給された方は以下の皆さんです。 

倉  千紘(ﾁﾋﾛ)ちゃん  （3歳､ 5班） 大浦 璃莉(ﾘﾘ)ちゃん  （1歳､ 8班） 

出口 明誠(ｱｷﾅﾘ)ちゃん （3歳､ 9班） 生地  瑛(ｱｷﾗ)ちゃん  （3歳､ 9班） 

蔵谷  芽生(ﾒｲ)ちゃん   （2歳､10班） 吉田 皓亮(ｺｳｽｹ)ちゃん  （3歳､11班）  

尾山  知聖(ﾁｻﾄ)ちゃん  （2歳､13班） 町田 賢政(ｹﾝｾｲ)ちゃん  （1歳､13班） 

浦野 湊人(ﾐﾅﾄ)ちゃん  （3歳､13班） 浦野 希衣菜(ｷｲﾅ)ちゃん （3歳､13班） 

澤田  櫂(ｶｲ)ちゃん  （3歳､13班） 澤田  悠(ﾊﾙ)ちゃん   （0歳､13班） 

森田 恭平(ｷｮｳﾍｲ)ちゃん （1歳､15班） 木村 玲愛(ﾚｵ)ちゃん   （1歳､16班） 

虎谷 侑佳(ﾕｳｹｲ)ちゃん   (2歳､16班） 虎谷 京佳(ｷｮｳｶ)ちゃん （0歳,16班） 

 

 



７．各部会、諸団体に平成 27年度助成金、補助金を交付しました 

平成 27 年度の町会各部会、諸団体に助成、補助金を執行いたしました。支給先は以下の団体

の皆さんです 

荒屋団地シニアクラブ\130,000、荒屋団地青年部\70,000、子供会育成委員会\80,000 

荒屋悠々サロン\60,000、荒屋ネットサークル\15,000 

 

８．千坂校下町会対抗競技大会出場選手参加希望を回覧にて募集！！ 

5月 24日(日) 第 37回千坂校下町会対抗ソフトボール大会が北部運動公園で開催されます。   

又、5月 31日（日）には第 21回千坂校下町会対抗ＧＧ大会が北部公園にて開催されます。 

町会では、各々の大会に出場を希望される選手の皆さんを募集致します。我こそはと思われる

方はぜひチャレンジしてください。回覧は 4月 20日過ぎに実施、申込締切りは 4月末日です。 

 

９．荒屋会館を利用される皆様へ 

荒屋会館を利用される町会を含め、各部会、各同好会、サークルの皆様にお願いします。 

玄関の自動ドアの電源を付けたままで施錠してある事が度々あります。この事は自動ドアに 

常に負荷がかかり故障の原因となります。必ず鍵をかける前に電源をお切りください。 

又、各々の階のエアコンやライト、空調の切り忘れがないか、きちんと確認してから退室して

ください。無駄な電気を使わないようお互いに注意しましょう。 

 

１０．ゴミを出す方に注意！！ 

南小公園に限らず町内のゴミステーションの燃えるゴミ提出時間は午前 6時 30分からとなっ 

ております。例外的に時間前に出される方がおられるようです。お仕事の関係で早く出される 

ことは構わないのですが、ゴミ袋にシートや網をかけないでそのまま置いていかれます。 

カラスが中身をつつき、ゴミが散乱して後の始末が大変です。早朝にゴミを出される方は、必

ずシートをかけておいてください。（シートは倉庫内か収納ケースにあります） 

お互いゴミ出しのルールはきちんと守り、他人に迷惑のかからないよう注意しましょう。 

 

１１．第 87回荒屋悠々サロンで「ツボの効能」を学ぶ  

平成 18年に発足した荒屋悠々サロンが、87回目  

となる定例会が 2月 21日開催されました。 

土居本代表、中屋顧問のあいさつに続いて、ふく

ひさ包括支援センター丸山職員ほかフレアス在

宅マッサージのスタッフ 3名による「ツボの効能

の話」を聞いたり、東洋医学の「気」と「ツボ」

の場所を探る実際の指導が行われました。 

次にお茶交流会が開かれ、よもやま話に花が咲き

ました。サロンのいいところはこの時間に心と心

のふれあいがあり、お互いの健康を確かめ合うこ

とができることです。これに続いて 1・2月生れ

の方 5人の誕生会が行われました。 唱歌の時間となり、「早春賦」、「ふるさと」、「うれしいひ

なまつり」、「かあさんのうた」を合唱しました。 最後に「金沢健康体操」を行い終わりとな

りました。 



新年度から千坂地区社会福祉協議会においてサロン運営が見直されることに伴い、町会の垣根

をなくして近隣町会からの参加が可能になりました。 荒屋悠々サロンでは、町内外を含め数

名程度の参加者を受け入れる余地があります。 超高齢化社会の先陣を行く荒屋団地としては、

高齢者の積極的なサロン参加が望まれます。知り合い等を通じてお誘いしていただけると幸い

です。 

 

１２．子ども達も悠々サロンで防災グッズづくり  

春到来を思わせる暖かい日差しのあった 3月 21日（土）

荒屋会館において第 88回となる荒屋悠々サロンが開

催されました。 

今回は荒屋団地子ども会にも参加を呼びかけ、「自分

の命は自分で守る」のテーマで、女性防災士で防災活

動に活躍されている木下千鶴さんを講師にお招きし、

地震・津波に遭遇した場合の心構えや、防災グッズの

制作に取り組みました。 

アルファ米に水を加えて炊き出し訓練、新聞紙を利用

したスリッパ、食器などを作ってみました。 

最後に、段ボール箱を利用した簡易トイレの制作にチ

ャレンジ。「高齢者用のトイレにも使用できるね」とい

う声もありました。「じゃまにならない大きさなので、

家庭に１個備えてもいいのでは」とお奨めがありまし

た。 

お茶の交流会で、子ども達の自己紹介がありました。 

また、新幹線開通のニュース映像や荒屋団地の近くで

新幹線の眺めの良いところが紹介されました。 

北陵高校の通学路付近からの眺望を紹介 。唱歌の時間では、「汽車ポッポ」、「仰げば尊し」 

などを合唱し、定番の金沢健康体操を行い閉会となりました。子ども達と一緒に防災について

知識を深めた有意義なサロンでした。 

 

１３．お知らせ 

〇新一年生 

今年度の新一年生は以下の皆さんです。おめでとうございます。 

1班 片桐 華歩(カアユ)さん、5班 武田 梨愛(リノ)さん、7班 田中 美羽(ミウ)さん、 

8班 大浦 百桃(モモ)さん、15班 池上 友悟(ユウゴ)さん、 

○転入のお知らせ 

13班に町田 貴さんが転入されました。（平成 27年 3月 30日）荒屋町ロ 19番地 3 

○お誕生おめでとうございます 

16班の虎谷 京佳ちゃんが昨年の 11月 17日に誕生されていたことが、今回の防災台帳用住民

票提出でわかりました。町会からお祝い金をお届け致しました。おめでとうございます。 

お子さんの誕生は町会にとっても大変おめでたいことですので、その節は、必ず班長さんまで

ご連絡のほどお願い致します。 

○おくやみ 

6班の山岸 豊昇さん(90歳)が 3月 1日に逝去されました。 

5班の木村 勝治さん(92歳)が 3月 9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。  


