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荒屋町住宅団地町会荒屋町住宅団地町会荒屋町住宅団地町会荒屋町住宅団地町会                                                

                                                                                     

１．１．１．１．シニアクラブシニアクラブシニアクラブシニアクラブ    定期総会開催定期総会開催定期総会開催定期総会開催    

シニアクラブの定期総会が 4月 26 日(日）10 時 30 分から荒屋会館で開催されました。 

統一地方選挙の投票日ですが、総勢 33 名の出席の総会となりました。土居本副会長の司会で

昨年になくなられた方々のご冥福を祈り、1分間の黙とうさせて頂きました。 

その後、会長の議長となり、以下の議事を原案通り承認を頂きました。 

(1)第 1 号議案：平成 25 年度事業報告について 

(2)第 2 号議案：  〃   収支決算報告について 

(3)第 3 号議案：  〃   会計監査報告について 

(4)第 4 号議案：平成 26 年度事業計画(案)について 

(5)第 5 号議案： 〃     収支予算(案）について 

(6)第 6 号議案：荒屋団地シニアクラブ会則の改正 

(7)第 7 号議案：役員改選について 

 

２．市老連主催会長会議および研修会に出席２．市老連主催会長会議および研修会に出席２．市老連主催会長会議および研修会に出席２．市老連主催会長会議および研修会に出席 

        4 月 28 日（火）午後 1時 30 分から市老連主催之研修会が、中央公民館（彦三館）で開催さ

れました。市内の老人会組織約 240 団体から約 220 人の大勢の方が出席されました。 

これまでの組織運営にご尽力をいただいた、荒屋団地シニアクラブの前会長（現副会長）の 

小谷内久米松さんをはじめ各老人会の辞職された方々18 名に対して、乙村連合会長より感謝

状が贈られました。 

  その後、金沢市役所からの高齢者支援サービスおよび、高齢者の交通安全施策等の説明が 

 ありました。これは、荒屋団地としても取り入れることができる施策もありそうですので、役

員会内でも話し合いたいと思います。 

 

市老人連合会では、評議委員による定期総会で承認された決算、予算、事業計画等について

事務局より報告がなされました。出席者より、老人会活動と民生委員活動の境界についてや、

県老連からの脱退議論に関して質問がありました。今後は、このような活動記録もできるだけ

多く掲載をしていきたいと思っています。 

 

研修会模様             受賞おめでとうございます   



3.3.3.3.    第第第第 7777 回回回回餅つき大会餅つき大会餅つき大会餅つき大会～世代間交流行事～～世代間交流行事～～世代間交流行事～～世代間交流行事～    

  5 月 10 日（日）朝から好天に恵まれ、世代間交流行事  

第７回餅つき大会が荒屋会館で催されました。  

今年も、杵と餅つき機の両方での来場者に対応しているの 

で、１階から２階は大混雑でした。 

 今ではアルミ蒸籠（せいろ）が一般的ですが、懐かしい 

レトロな蒸籠でも蒸しています。 

10 時開会の宣言は、中山町会長からなされ、参加者もたく

さんおいでいただきました。このような行事が、世代を超え

て参加できる仕組みは、とても良い施策と思います。 

皆さんは、それぞれ、時間を見ながらつきたてのお餅をいた

だきました。今年は、黄粉、ゴマ、ヨモギ入り草もち、ささ

餅と多種になりました。 

小学生以下のお子様には、お土産のおやつも頂けて皆さんにこにこ顔で歩いています。 

最後の１臼は腰を痛めている中山町会長がつきあげました。お疲れ様でした。皆さまのおか

げで今年も餅つき大会を無事終了することができました。お世話をいただいた町会の役員や、

関係団体の皆さまに感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。 

 

4.4.4.4.    第第第第 90909090 回荒屋悠々サロンに隣接町内から初参加者！回荒屋悠々サロンに隣接町内から初参加者！回荒屋悠々サロンに隣接町内から初参加者！回荒屋悠々サロンに隣接町内から初参加者！    

5 月 16 日(日）午後 1時 30 分から、荒屋会館において 90 回目となる荒屋悠々サロンが開催

されました。今回は 90 回という節目にあたり、その記念すべきこの例会に金市団地町会から

二人の参加者が加わり、折り紙の講師に金市団地の清水さんをお迎えして開催されました。 

4 月から千坂校下 10 か所でサロンが開催されることになり、町会の垣根をなくして最寄り 



のサロンに参加できることになりました。 

今回は金市団地から 2人の参加者を迎え 

ましたが、荒屋町 8世帯の方にも声をかけて 

参加者が増えることが望まれます。 

次に新規参加者もあることから、一人ずつ 

自己紹介が行われました。この後、清水講師 

による「武者人形と鯉のぼり」の折り紙づくり 

を全員が楽しみました。 

折り紙のあとはお茶交流会が開かれ、夏は 

来ぬ、茶摘み、箱根八里の唱歌を合唱してから、 

ＮＨＫで放送された認知症とどう向き合うかというビデオを鑑賞 

し、最後に「金沢健康体操」を行い閉会となりました。 

最近、町内の参加者が減少傾向にあります。毎月 3週目の土曜日

午後 1 時 30 分から開催していますので皆さんも一度見学に来ませ

んか。高齢者のオアシスを目指してスタッフ一同努力していますの

で皆さんの参加を心よりお待ちしています。 

 

5.5.5.5.    ボランティアの皆さんと町会役員、班長さん合同で町内ボランティアの皆さんと町会役員、班長さん合同で町内ボランティアの皆さんと町会役員、班長さん合同で町内ボランティアの皆さんと町会役員、班長さん合同で町内    

3333 公園とバス通りのクリーンキャンペーン公園とバス通りのクリーンキャンペーン公園とバス通りのクリーンキャンペーン公園とバス通りのクリーンキャンペーン    

 

5 月 17 日（日）7時から 8時の 1時間、ボラ 

ンテイアの皆さんと、町会役員、班長さんで 

町内 3公園とバス通りのクリーンキャンペー 

ンを行いました。参加者にはタオル、軍手、 

お茶が配られ、公園の除草作業と道路や側溝の 

空き缶、不燃物燃えるごみの収集と公園周辺の 

側溝泥上げを行いました。 

当日は朝から絶好の五月晴れになりました。 

南小公園に 10 名、児童公園に 15 名、北公園に 

26 名、合計 51 名の皆さんが参加して頂きまし 

た。集めた草は 90ℓのゴミ袋 40 個以上にもな 

りました。当初、3公園のみの清掃を想定して 

いたのですが、バス通りの雑草が見苦しい状況 

でしたので、急遽、北公園の有志の方に追加清 

掃をお願いすることになりました。 

14 班の小路さん、13 班の澤田さん他 4.5 名 

の方に時間延長で片つけて頂きました。 

また澤田さんにはゴミ袋収集用にトラックを

出して頂きました。 

クリーンキャンペーンに参加された皆さん、 

暑いところ汗だくになって頑張って頂き、本当 

にお疲れ様でした。 

3 公園とも見違えるようにきれいになりました。又、今回のクリーンキャンペーンに先立ち、 

荒屋町交友会の 6班の山岸さん、当田さん、5班の松井さんには事前に草刈り機による除草を 

3 公園共行って頂きました。心から感謝申し上げます。 



 

6.6.6.6.第第第第 37373737 回千坂校下町会対抗フトボール大会に出場、ジャンケンで惜敗回千坂校下町会対抗フトボール大会に出場、ジャンケンで惜敗回千坂校下町会対抗フトボール大会に出場、ジャンケンで惜敗回千坂校下町会対抗フトボール大会に出場、ジャンケンで惜敗    

5 月 24 日（日）午前 8 時から北部公園ソフトボール場、及び多目的広場において、第 37 回

千坂校下町会対抗ソフトボール大会が開催されました。 

 前日の天気予報は「曇り」でしたが、早朝から澄み切った青空が広がり、熱中症が心配され

るほどの暑い日が予感されました。 

 8 時から開会式が行われ、来賓の方々から激励の言葉が述べられ、全員でラジオ体操を行っ

た後、４面のグラウンドで一斉に試合開始となりました。 

 当団地は、1回戦で福久町チームと対戦。両者一歩も引かず、スコアーは 10:10 の同点。 

規定により、ジャンケンで勝敗を決することとなりましたが、残念ながら敗退。昨年はコール

ド負けでしたので、今年こそはと臨んだのですが、勝負の女神は当方に味方してくれなかった

ようです。でも、選手の皆さんは暑い中、力一杯頑張ってくれました。本当にありがとうござ

いました。 6 時から、会館で残念会を開き、来

年に向けて英気を養いました。 

    
    いよいよ試合開始。              ジャンケンも真剣勝負 

 

出場の選手の皆さんは以下の方々です。 

監督 下島康路(2) 主将 池上淳司(15) 

選手 下島哲雄､下島侑也、下島奨平、渡野 宏(2)、倉 進(5)、所司原勇一(9)、池上三宏、 

岩田幸樹(15) 

    

7777....    グランド・ゴルフ講習会を開催グランド・ゴルフ講習会を開催グランド・ゴルフ講習会を開催グランド・ゴルフ講習会を開催        

  シニアクラブの新しい取り組みとして「さあ、はじめようグランド・ゴルフ」が 6月 3日 

荒屋会館で開催されました。講師は、シニアクラブの小谷内副会長にお願いし、3名の会員の 

方がグランド・ゴルフの起源やマナー 

上達のこつ等を勉強しました。 

今後もいろんな方面での取り組みを 

行い、多くの会員の皆さんに楽しんで頂 

く地域活動の定着を目指したいと思い 

ます。 

この後、シニアクラブの活動もさらに 

バス研修も予定されておりますので、多 

くの皆様が参加され、楽しんで頂ければ 

と思っております。  

 

   



パソコン画面で講義中の小谷内さん 

 

8888....    第第第第 21212121 回千坂校下グラウンドゴルフ大会開催！！回千坂校下グラウンドゴルフ大会開催！！回千坂校下グラウンドゴルフ大会開催！！回千坂校下グラウンドゴルフ大会開催！！    

5 月 31 日（日）前日からの雨模様も朝にはすっかりゴルフ日和になり、北部公園において 

各町会から選出された選手、総勢 174 名(男性 100 名､女性 74 名)が参加して第 21 回千坂校下 

グラウンドゴルフ大会が開催されました。当町会からは3チーム12名の方が参加されました。 

７時 30 分から受付が開始され、町会ごとのプラカードに整然と並んで開会式に臨みました。 

  中屋公民館館長の開会宣言、西田町会連合会会長、田中、麦田両市議の来賓挨拶に続き山本 

体育部長から大会注意事項が説明され、来賓の方の打ち始めのセレモニーの後 7時 55 分から 

競技が開始されました。時折涼しい風が吹き日差しもあまり強くなく、さわやかな天候に恵ま

れ各選手は日頃の技をふんだんに披露し、和気藹々の中で競技が進行しました。 

   
      開会式の様子                参加者の皆さん 

11 時過ぎから閉会式が行われ、団体の部から順に成績発表がなされました。生憎、荒屋団

地チームは僅差で 3 位入賞を逃しましたが、個人女性の部で 13 班の不島佳鶴子さんが堂々の

4位に入賞、ホールインワン賞には同じく不島さんと 6班の山岸和子さん、ラッキー賞の団体

の部にＢチームが受賞、個人のラッキー賞には 2班の松田行雄さん、７班の北方悦子さんが受

賞されました。皆様おめでとうございます。最後に全員の記念写真を撮り解散ということにな

りましたが、お弁当を皆で一緒に荒屋会館で食べて来年の大会に向けての反省会をしようとの

提案があり、12 時 30 分から会館で楽しい時間を過ごすことが出来ました。 

  大会に参加して頂きました選手、役員の皆様、本当にお疲れ様でした。 

A チーム:中塚 悦三（6班） 藤島 順一（13 班） 松田 行雄（2班） 不島 佳鶴子（13 班） 

B チーム:木村 進（10 班） 谷 春美（15 班） 藤江 陽子（4班） 北方 悦子(7 班) 

C チーム:池田 義男（6班）池田 静江（6班）小幡 信子（7班） 山岸 和子（6班） 

 

9999....    会館玄関前の七夕飾りに子ども達の歓声会館玄関前の七夕飾りに子ども達の歓声会館玄関前の七夕飾りに子ども達の歓声会館玄関前の七夕飾りに子ども達の歓声    第第第第 99991111 回荒屋悠々サロン回荒屋悠々サロン回荒屋悠々サロン回荒屋悠々サロン        

6 月 20（日）午後 1時 30 分から荒屋会館 3階ホールにおいて、第 91 回荒屋悠々サロンが開

催されました。毎年この時期は、子ども会と一緒に七夕飾りを作るのが恒例になっており、今

年は７人のお子さんが参加してくれました。また、半年間脳梗塞で入院療養されていた一人暮

らしの方も復帰されました。 



早速、七夕飾り製作にかかり、短冊、色紙で作った長い輪の飾りなどが揃ったところで、お

茶交流会でおしゃべりタイムとなりました。参加した小学生からは、「大変楽しかった」「来

年も参加したい」「知らない人と触れ合えてうれしかった」といった声が聞かれました。 

この七夕飾りのイベントは、石川県社会福祉協議会が子ども達と高齢者が交流できる事業 

 であると認定し、７年前から継続して事業補助金交付の対象になっています。 

続いて、5・6月生まれの方 3名の誕生会に移りお祝いの赤飯が渡され「ハッピー・バース 

デイ・トゥ・ユー」を合唱して祝福、最後に「いいね金沢健康体操」を行いました。 

今回も金市団地町会から 2名の方が参加され、子ども会の育成部から二人のお母さん方も 

 参加協力していただきました。 

 

10101010．町内「花いっぱい運動」の実践と．町内「花いっぱい運動」の実践と．町内「花いっぱい運動」の実践と．町内「花いっぱい運動」の実践と南小公園の花壇に植栽しました南小公園の花壇に植栽しました南小公園の花壇に植栽しました南小公園の花壇に植栽しました    

6 月 13 日（土）金沢市の「花いっぱい運動」の年間恒例行事として、春の花苗の配布があ

り、荒屋団地シニアクラブ副会長の小谷内さんと 9班の前田健一さんが、卯辰山公園グラウン

ド駐車場に受け取りに行って頂きました。翌日の午前 9 時から小谷内さんと 14 班お小竹さん

両名で、南小公園の花壇に植え替えをして頂きました。花壇も見違えるように綺麗になり、本

当にありがとうございました。 

また、以前から、6班の山岸さんより、「町内を花で飾ったら」との提案を頂いており、「緑

と花の課」に 3月頃から花苗を増量してほしい旨、要請をしておりました。市としては年間の

数量がある程度決まっていることもあり、即断でＯＫとはいかなかったのですが、何とか検討

の結果、こちらの要望が実り、160 個を 240 個に増量して配布してもらいました。まず、どこ

から始めるかで迷いましたが、提案者の山岸さんを尊重して、6班の池田さんから 7班の武田

さんまでの両側世帯と、7班の河村さんから 8班の板坂さんまでの用水に面した通り、30 世帯

に培養土の入れたプランターと花苗を配りました。（山岸、当田、中山が準備しました） 

1 ヶ月が過ぎ、どのプランターも花苗がすくすくと成長し、きれいな花を咲かせています。 

花苗の配布は秋にもありますので、順次、他の班にも広めていきたいと思っております。  

（これは強制ではありません。お世話頂ける方が対象です）、何年かたって、町内の通りが花で 

一杯になればよいと思っております。町会の皆様「花いっぱい運動」に、ぜひご協力ください。    

    

11111111....    バス研修旅行（のとじま水族館）バス研修旅行（のとじま水族館）バス研修旅行（のとじま水族館）バス研修旅行（のとじま水族館）    〜シニアクラブ〜〜シニアクラブ〜〜シニアクラブ〜〜シニアクラブ〜    

6 月 24 日（水）のとじま水族館研修旅行に 26 名の方が参加されました。 

平日ということで館内は目立った混雑も無くゆっくり見学することができ、特にジンベエザ 

メ館では、回廊式のスロープを下るにつれて見えてくるゆったりと泳ぐジンベエザメの姿に感

動しました。その後も本館の水槽を順次見学し、イルカショーも堪能しました。 

昼食は、ガラス美術館近くの道の駅のとじまで美味しくいただき、長谷川等伯ゆかりの寺、

本延寺を見学しました。ここの日蓮聖人像の絵付けを長谷川等伯が行ったことが日蓮聖人像の

台座部分に自筆で書かれたことなど、等伯の係わりについてここの奥様から説明を受けました。      



このあと七尾美術館に寄り、現代美術展（七尾展）を鑑賞しました。長谷川等伯展は時期を

逸してしまいましたが、現代美術展(七尾展）で多くの能登地区の芸術家の作品を鑑賞するこ

とができ、長谷川等伯が培った能登の力を感じさせるものでした。 

最後は、能登食採市場に立ち寄り、家族等へのお土産を買って帰途につきました。 

12121212....    7777 月月月月 5555 日（日）千坂校下バレーボール大会が開催日（日）千坂校下バレーボール大会が開催日（日）千坂校下バレーボール大会が開催日（日）千坂校下バレーボール大会が開催    

7 月 5 日（日）午前 8時から森本市民体育館におい 

て、第 51 回千坂校下町会対抗バレーボール大会が 

開催されました。 

  8 時 30 分から開会式が行われ、中屋公民館館長の 

開会の挨拶に続き、来賓の方々から激励の言葉が述べ 

られ、選手宣誓は、Ａくじを引き当てた当団地の池上 

主将が力強く宣言、全員でラジオ体操、ストレッチ体 

操を行った後、2面のコートで一斉に試合開始となり 

ました。予選 1試合目は昨年優勝の千坂町チームと対 

戦。選手全員の呼吸がうまく合わず、4-15、2-15 の大差で敗退、次の試合に生き残りをかけ

て臨みました。2 試合目は、これも強豪の法光寺町チーム、1 試合目の反省を生かし、なかな

かの好試合でしたが、3-15、11-15 で惜しくも敗退。でも、選手の皆さんは、精一杯頑張って

くれました。応援に駆け付けた家族の皆さん、子供たち、本当にありがとうございました。 

6 時から、会館で選手の皆さん、お母さん、お子さんも交えて残念会を開きました。来年は事

前に練習が必要との認識が一致し、一層の健闘を誓い合いました。本当にお疲れ様でした。 

選手の皆様は以下の方々です 

監督 下島康路(2) 主将 池上淳司(15) 

選手 下島侑也、下島奨平、渡野宏(2)、出口雅基(9)、下村俊博、下村寿美子(11)、池上実加、

池上三宏、岩田幸樹、岩田亜季(15) 

    

11113333. 8. 8. 8. 8 月月月月 8888 日（土）は、第日（土）は、第日（土）は、第日（土）は、第 50505050 回盆踊り大会が開催されます回盆踊り大会が開催されます回盆踊り大会が開催されます回盆踊り大会が開催されます    

 昨年は台風接近の為やむを得ず、中止となりましたが、今年は 

8月8日（土）午後6時から第50回納涼盆踊り大会を開催致します。  

今年の会場は児童公園のみですが。50回目という節目の大会でも 

あり、知恵を絞って楽しい内容にするべく準備中です。  

主なイベントとしては「吉川ゆきのり＆カーネーション」による 

歌謡コンサート、会場の皆さん一緒でのジャンケンゲーム、恒例の 

お楽しみ抽選会（豪華景品ご期待！！）そして、子供たちのダンス 

パフォーマンスも行う予定です。 

沢山の方のご来場お待ち致しております。 

 

■実施日 8月8日（土）午後６時から9時30分まで （雨天時9日） 

■場所 荒屋町児童公園  

【盆踊りの練習日】  

第1回 8月3日（月）午後7時30分から 荒屋会館 （大人対象）  

第2回 8月5日（水）午後7時30分から 荒屋会館 （子供対象）  

第3回 8月6日（木）午後7時30分から 荒屋会館 （両方対象）  

※パンフレット等は、中旬ごろに配布予定です。 

※浴衣、着付けの希望につきましては、7月20日前後の回覧にて募集致します。 

皆様、奮ってお申込みください。 



 

 

14. 14. 14. 14. 南小公園、南小公園、南小公園、南小公園、11111111 班ゴミステーションに違反ゴミ！！班ゴミステーションに違反ゴミ！！班ゴミステーションに違反ゴミ！！班ゴミステーションに違反ゴミ！！ 

毎回、町会だよりにて注意喚起をしておりますが、一向に違反ゴミ出しが減りません。 

11 班ステーションでは資源ごみのペットボトルと空き缶が混ざって入れてあり、回収業者の

方からクレームがありました。当番のいない間に無造作に入れるのでしょうが、分別がやり直

しという二度手間になりますので、今後、注意して出していただくようお願いいたします。 

また、不燃物の日にプラスチック類が多量に出ているなど、今一度ゴミ出しのルール確認を

お願いいたします。 

 

〇転入のお知らせ〇転入のお知らせ〇転入のお知らせ〇転入のお知らせ    

15 班に中井 年男さんが転入されました。（平成 27 年 5 月 11 日）1-61-1 

  2 班に酒井 正晶さんが転入されました。（平成 27 年 5 月 16 日）イ 110 

  よろしくお願いいたします。 

〇おくやみ〇おくやみ〇おくやみ〇おくやみ    

10 班の高林 清二さん（71 歳）が 6月 5日に逝去されました。 

3 班の澁谷 鈴子さん（88 歳）が 6月 8日に逝去されました。 

  1 班の濱本 喜美子さん（84 歳）が 6月 26 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。 

 

 


