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1. 新年あけましておめでとうございます。【町会長年頭挨拶】 

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。 

私、中山は町会長の職を４年間にわたり担わせて頂くことができました。これも偏に皆様方の

格別のご理解、ご支援の賜物と心から御礼申し上げます。 

４０年来の悲願であった新幹線が３年目を迎えようとしています。昨年は新幹線効果も一部減

少するのではと危惧されていましたが、観光客の落ち込みも少なく、まずは一安心といったとこ

ろです。わが千坂校下では、平成２７年に町連５０周年の節目を迎え、記念誌の編さん、記念式

典を中心とした行事も終了し、一区切りとなり新たなスタートを切りました。 

そして、当荒屋団地の昨年を振り返ってみますと、様々なイベント行事等で大変盛り上がった 

一年ではなかったかと思います。 

４月に南小公園で初めて開催した「花見＆ビンゴ大会」も約２００名の老若男女が集い楽しい 

ひと時を過ごすことができました。８月の「第５１回納涼盆踊り大会」も開始早々の雨で心配し

ましたが、何とか無事に開催することができました。９月の「第８回餅つき大会」や準優勝に輝

いた「校下社会体育大会」、１０月の「第２回金沢マラソン応援支援参加」、１１月の「町内防災

訓練」等々、班長・役員・ボランティアの皆さんの献身的な働きにより、どのイベントも大勢の

参加者が集い、大盛況裡に終了することができました。本当にありがとうございました。 

又、自主防災会組織のより一層の活性化を図る為、規約改正と組織変更を行い、念願の防災 

倉庫を６月に児童公園に設置、防災資機材も市の助成金を頂き、整備することができました。 

昨年、子育て支援・高齢者支援の担当副会長を１名増員し、７月に初めての「子育て支援意見 

交換会」を開催したところ、参加のお母さん方から、色々と貴重なご意見を伺うことができ、今

後の施策に反映したいと思っております。又、年々、少子高齢化が進んでいく中で、わが町会で

は大変嬉しい出来事がありました。昨年一年間で新しく入居された世帯が９世帯、赤ちゃん誕生

が８名もあったことです。荒屋団地の総人口がＨ２８年１月で７２９名でしたが、今年の１月現

在で７５４名と２５名増加しました。町の勢いが増えることは本当良いことですね。 

５年目を迎える今年の方針としては、第一に「高齢者の一人、二人暮らし世帯への見回り、

声掛け運動の徹底、孤独死の防止」「子育て中のお母さん方支援の活動」「新入世帯の方への支

援」を重点的に行います。 

第二に、自主防災会組織、副委員（連絡員）の増員を行い、避難誘導、避難者救助に対応すべ 

く、各班毎の防災小委員会を開き、避難ルートの検討、救護者分担割当てを討議し、自主防災用

町内避難住宅図を作成、徹底的な防災意識の拡充を行っていきたいと思っております。 

三番目は、全国的にも検討が進められています「空き家、空き地対策」です。 

今年度はぜひ、防犯、防災上の観点から、県や市の行政、企業やＮＰＯ法人等のご意見を伺い

乍ら、町内の空き家・空き地を減らす環境づくりを進めていきたいと思っております。 

基本的なことですが「住民ファースト」を常に心がけ、慢心せず謙虚に、皆様のお力をお借り

して、地域文化の創造、住民相互の絆づくり、お互いを助け合うコミュニティの構築実現に邁進

いたす所存です。これからも、町会運営にさらなるご支援、ご協力を賜りますよう心からお願い

申し上げます。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 



 

2. 千坂校下成人式が挙行される 

新成人の皆さん、おめでとうございます。 

当町会では１１名の新成人が誕生いたしました。 

  

 平成２８年度千坂校下成人式が１月８日（日）午後１時より、金沢市文化ホール２階大集会 

室で挙行されました。 

国歌斉唱、市民憲章の唱和、新成人紹介、大島公民館館長の式辞、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。記念写真を１・２グループに分かれ、撮影を行って

のち、午後２時４０分から、来賓・恩師の方々を交えた懇親会が開かれました。 

『写真は２グループ、当町会の新成人１１名の皆さんが写っておいでます。』 

当町会で成人式を迎えられた方は次に記載の１１名の皆さんです。 

誠におめでとうございます、心よりお祝い申し上げます。 

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。 

岡田 咲来子  越野 吏穏  佐伯 俊亮  城山 佑季  杉中 美友  

田上 彩花    竹内 千尋  武田  翼  山本  匠  山本  唯 

山本 夢実 （敬称略）  

 

 

【昨年末、年初の行事、出来事のご案内】 

3.冬季火災予防・防犯パトロール活動の実施 

１２月２１日（水）～２３日（金）の３日間、竹林防犯委員と役員による「火の用心の夜回り」 

と「防犯パトロール」を行いました。 寒い中ご苦労さまでございました。 



4.町会役員・班長新年会の開催 

１月１５日（日） 午後１２時から荒屋会館３階において、平成２８年度町会役員・班長さん 

合同で、1年間の活動慰労を兼ねた新年会を開催致しました。出席の都合がつかず、３名の班長

さんが欠席となりましたが、賑やかなうちに終了することができました。 

一年間本当にご苦労様でございました。 

新年会までに準備作成していた「第５５回定期総会資料・各戸配布」をお持ち帰り頂きました。 

 

5.１月２９日（日）開催の第５５回総会の代議員決定!! 

１１月２５日付、各戸配布の「荒屋団地第５５回定期総会代議員選出公示」案内の結果、次に 

記載の方々が代議員として就任されました。 

立候補者はおられませんでしたので、各班における当期班長さん・次期班長さんが信任されま 

した。１月２９日（日）午前１０時開催の総会には、必ずご出席を頂けるようお願い致します。 

 

     次期班長    当期班長         次期班長    当期班長 

班   氏 名     氏 名      班   氏 名     氏 名    

１  小坂 明子   濱本 恵美子    ２  高尾  隆   大江 一郎 

３  芝田 秋美   加藤 真奈美    ４  松本 有紀子  藤江 陽子 

５  武田 正美   武田 光雄     ６  当田 麻樹子  岡嶋 二郎 

７  西端 千恵子  小幡 朋克     ８  板坂 泰介   荒木 秀明 

９  出口 雅基   鈴木 隆之     10  蔵谷 公平   木村  進 

11  藤田 好江   中川 亜紀     12  松井  潤   荒  洋子 

13  鈴木 春美   道林 加奈子    14  小路 栄二   森多 美智子 

15  美勢 晴美   谷  正美     16  塚本 外美子  山本 尚美 

 

※ なお、当期班長さんは１５日以降に配布されました総会資料・追加資料について、班内の

質問・意見等を取りまとめて頂きまして、総会にご出席をお願い致します。※ 

 

6.第５５回総会で信任予定の新役員紹介（〇は新規役員） 

町会長  中山 良一（ ８班） 

副会長  田中 隆夫（ ４班）  山本 外吉（１６班）   皆戸 信子（１６班） 

      〇野田  徹（１班 １Ｂ）   〇倉    進 （５班 ２Ｂ） 

      〇鈴木 隆之（９班 ３Ｂ）   〇南  陽子 （１３班 ４Ｂ） 

 

7.新春を祝おう！琴の調べと合唱 第１１０回荒屋悠々サロン開催  

１月２１日（土）午後１時３０分から荒屋会館に

おいて、第１１０回荒屋悠々サロンが開催されまし

た。 今年最初の悠々サロンは３Ｆホールにおいて、

新春を祝い１６班の谷内さんほか１名による、お琴

の演奏によるお正月にちなんだ数曲が合奏され幕開

けとなりました。 

参加者全員で星影のワルツ・北国の春など数曲を

合唱してサロンを楽しみました。 

谷内さんは悠々サロン発足時からスタッフとして 



 

 

協力され、今回は横枕町在住の門下生が一緒にご協

力くださいました。 

引き続き、福久ケアセンターの北村管理栄養士さ

んから、認知症予防の食事について講習を頂きまし

た。質問タイムでは、「乾燥野菜は問題ないか」、「調

理は焼く・煮る・生と各種あるが、栄養価が最も良

いのは何か」など、熱心な質問があり参加者一同学

んだ後に、お茶タイムではお正月定番となった、お

抹茶がふるまわれました。これもまた、お正月定例

の「ビンゴゲーム」が行われ、数字の読み上げごと

に「ない、ない、あった！」の声が入り交じり賑や

かな時が過ぎました。 

参加者全員に、もれなく賞品が行き渡り皆さん喜

んでおいでました。 

最後に、「いいね金沢健康体操」を行い第１１０

回悠々サロンの楽しいひと時が閉会されました。 

町会内での孤独化防止抑制の一役を担う悠々サロ

ンの更なる活動推進意義がクローズアップされる出

来事が 1月１３日にありました。今後ますますの向

こう三軒両隣への気配りをお願い致します。 

 

8.「千坂校下「２０１７年新春の集い」開催される  

１月２０日（金）午後６時３０分から、ANA クラ

ウンプラザホテル金沢において、「千坂校下２０１７

年新春の集い」（世話人代表：千坂校下町会連合会  

西田 稔 会長）が開催され、オープニングは千田町

在住・友季（Yuki）さん（2016 年日本ｼｬﾝｿﾝ・ｶﾝﾂｫ

ｰﾈｺﾝｸｰﾙ全国大会準ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ受賞）による、「旅芸人の

バラード」「風に立つライオン」の２曲が披露され、

素晴らしい歌声が会場に響き渡りました。 

続いて、西田会長が主催側として挨拶に立たれ、

今年度の千坂校下の方針を述べられました。 

その内容は「希望ゆきわたる千坂」を目指し、昨

年町会活性化委員会を３部会立ち上げ、各検討課題

に取り組んでいることを報告。 

１つ目は、市が提唱している「地域安全ささえ合

い事業」で、高齢者の皆さんがちょっとしたことで

困っていることをサポートする「千坂地区おたすけ

隊」立ち上げることがで、４１名の協力隊員の皆さ

んが今年度から活動を開始しますということ。 

二つ目は、校下２３町会で町会長が１年ごとの交

代が半数を占める状況の下、各町会活性化の活動を

町連、及び１３の諸団体の皆様とともに展開し、「暮らしと安心」「いつまでも住み続けたいま

ち千坂づくり」を目指したい。 



 

 

第三として、北陸新幹線、北陸自動車道路、山側幹線環状道路が開通し、数年先には海側環状

道路が結節点として開通する、この千坂校下の開発発展を何としても進めていかなければならな

い。 

そのためにも国・県・市の議員の先生方、谷本県知事様、山野市長様のお力を借りて、道筋を

つける年にしたいとの強いメッセージでした。 

ちょうど国会開催と重なり馳浩前文部科学大臣、岡田前財務副大臣、山田修路参員議員が不在

で各議員秘書が参加されました。西田会長に引き続き、谷内県議会副議長、西野金沢市町会連合

会会長、中村 勲・米沢賢司県議、田中・麦田市議が、遅れて谷本正憲県知事、山野金沢市長が

祝辞を述べられました。その後、坂根千坂小学校校長が乾杯の音頭を取られ、和やかなうちにも

総勢１４０名が一堂に会しての新春を祝う集いが始まりました。 

宴たけなわのうち、中締めとして大島公民館館長の挨拶の後、「加賀一本締め」でめでたくお開

きとなりました。 

当町会からの出席者は次の皆さんでした。 

中山町会長、荒木・山本・皆戸・田中の４副会長、野田新副会長、山岸公民館委員、当田公民

館委員、竹林防犯委員、下島青壮年部部長、土居本婦人会連絡員、堂口民生委員、北永民生委員、

太田主任児童委員、以上１４名。 

 

 

9．おくやみ「ご逝去」！ 

 昨年 12月末から本年 1月初めに、ご逝去された方々。 

4 班、田中喜美子さん 81 歳、H28.12.30 逝去。 

8 班、儘田 喜芳さん 88 歳、H29. 1.17 逝去。 

 15 班、中島  信之さん 61 歳、Ｈ29.1.13 逝去。 

  上記 3 名の方がご逝去されました。謹んで御冥福をお祈り申し上げます。 

 

10．転入のお知らせ！ 

  8 班に、片山 勇弥さん（平成 29 年 1 月 25 日）イ 34-1  

 上記のご家族が、新しく町会の一員として転入されました。  

町会の皆さん、よろしくお願いいたします。 

 


