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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。 

新年あけましておめでとうございます。 

皆様には、健やかに初春をお迎えの事とお慶び申し上げます。

早いもので、町会長の職も７年が過ぎました。   

１２月に発行しました町会だよりにて町会長職の継続の意

思表示を致しましたが、体調がすぐれず、主治医からの注意

も受け、充分に職を全うできないと判断致しましたので、こ

の度、町会長職を辞任させて頂きたく思います。 

後任は野田副会長に引き受けて頂く事になりました。 

急な申し出にもかかわらず、承諾をして頂きました。 

７年間に亘り、皆様より多大のご協力、ご支援を賜り、心から感謝申し上げます。 

 ありがとうございました。 

 

町会長 中山 良一 

 

 

 

新年あけましておめでとうございます。 

昨年まで３年間、町会の会計という役を務めさせていただき、町内の皆さまには

大変お世話になり本当にありがとうございました。 

中山町会長におかれましては７年間、本当にお疲れ様でした。 

このたび 中山町会長の後任として、町会長を務めさせていただくことなりま

した。昨年末に突然、お話をいただき、そんな大役を仰せつかってよいものかと

悩みましたが、中山町会長の体調等を考えますとこれ以上無理はさせられないと

判断し、１年間限定という条件で、お受けすることとなりました。 

若輩者ではありますが、すべきことを 1つ 1つ着実にこなし、荒屋町住宅団地を

住みよい町にしたいと思っております。 

中山町会長はじめ役員の皆さま、町内の皆さまの力強いご指導、ご鞭撻を賜りま

すようよろしくお願いいたします。 

 

野田 徹 

 

 

 

 



２．新成人の皆さん、おめでとうございます。 

当町会では１２名の新成人が誕生されました。   

１月１１日（土）朝から素晴らしいお天気に恵まれ、午後 1時より「令和元年度千坂校下

成人式」がホテル金沢４階エメラルドで開催され、９８名の新成人の方が式に臨まれました。 

国歌斉唱の後、市民憲章唱和、新成人紹介、奥出公民館館長の式辞、金沢市よりの記念品

贈呈、山野市長の祝辞（越田氏代読）、西田町会連合会会長の祝辞があり、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グループに分かれて撮影後、午後２時００分から、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１２名の皆さんです。校下

で１１１名の新成人の内１０％以上を当町会が占めることで来賓の方からも「さすが荒屋は

すごいね」とのお言葉も頂きました。 

新成人の皆様、おめでとうございます。心からお祝い申し上げます。 

今後共、社会人の一員として、当町会に積極的にご協力頂きますよう、お願い申し上げます。 

太田和希 木野凌太郎 小泉俊祐 小町芽生 鈴木春風 竹本有希 田中慎也   

橋元菜摘 松山祥太朗 儘田奈由多 山本壮一郎 山本由菜   （敬称略） 

荒屋団地町会新成人の第２グループ       式典司会の村本さんと北口さん   来賓、恩師を交えた懇親会           

 

３．第１２回役員会開催 

 １月１０日（金）午後７時３０分から荒屋会館３階において、第１２回役員会

が開催されました。令和元年度役員による最後の役員会でした。 

協議した議題は以下の通りです。 

 

議題：１．各班の懸案事項 

    ２．新年会について（１/１９、ＡＭ１１：００～） 

    ３．総会の準備・運営について 

    ４．総会資料について（印刷・製本の準備） 

５．千坂校下２０２０新春の集いについて（１／１７、ＰＭ６：３０） 

６．新役員業務説明・新旧役員業務引き継ぎについて（１／２６） 

７．新旧役員懇親会について（準備と段取り） 

８．その他 



４.「千坂校下２０２０年新春の集い」開催される  

１月１７日（金）午後６時３０分から、ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢３階「鳳の間」

において、千坂校下総勢１３７名が一堂に会し「千坂校下２０２０年新春の集い」が盛大に

開催されました。 

オープニングは葵流北陸支部「照州会」、日本民踊舞踊連盟師範の葵 州星(水上緩子)さ

んの「弥栄(ｲﾔｻｶ)の舞」とお嬢さんの瑤子、照子さん姉妹による「さくらさくら」の二曲が

披露されました。続いて、コミュニティ協議会表彰式が行われ、会長状、感謝状１３名を代

表して前百坂町町会長、出島敏則氏が会長表彰状を授与されました。当町会からは会長表彰

状を民生委員として長年に亘り献身的に活動された、北永久美子さん⑭が受けられました。 

続いて、西田コミュニテイ協議会会長が挨拶に立たれ、「団体相互の意識改革」「それぞれ

が責任を持つ」「収益を上げる団体になる」の３本柱でワンチームとして取り組みたいとの

力強い方針が述べられました。その後、来賓の山田参議院議員、谷本石川県知事、山野金沢

市長と挨拶に立たれ、千坂小学校校長の松永法子先生の乾杯の音頭で開宴になりました。 

午後８時４０分に中締めとして奥出公民館館長が挨拶に立たれ、神戸淡路大震災の犠牲者

を悼み黙祷の後、参加者全員による加賀１本締めでめでたくお開きとなりました。 

当町会からは県議会議員の谷内さん⑯、中山町会長⑧、副会長の野田さん①、皆戸さん⑯、

小路さん⑭、次期副会長の山岸さん⑥と越野さん⑧、公民館体育部長の当田さん⑥、防犯委

員長の森下さん②、千坂校下更生保護女性会会長の土居本さん⑥、民生委員の堂口さん⑨、

児童委員の太田さん⑮と被表彰者の北永さん⑭の１３名の方が参加されました。 

   

オープニング「弥栄の舞」   水上姉妹の「さくらさくら」  表彰状贈呈 代表として出島氏                    

 

西田会長の挨拶       松永千坂小校長の乾杯の挨拶    奥出公民館館長の中締め挨拶 



５．金沢健脚双六とお茶でお正月を楽しむ：第１４５回荒屋悠々サロン   

１月１８日（土）は、平年なら雪が積もっていても不思

議ではない時節にも関わらず、好天に恵まれ荒屋会館では

午後１時３０分から、第１４５回荒屋悠々サロンが開催さ

れました。皆出席されておられる人の顔が見えなかったの

で、近所の方にどうされたのか聞いたところ、昨日まで入

院されておられたという話でした。 

 高齢者を対象にした地域サロンという性格上、１０年以

上開設していると随分メンバーが減ったと痛感します。 

中には歩行が困難になった人が家の人に会館まで車で

送迎してもらっておられますが、それでも悠々サロンに参

加したいという意欲があるのは、月に１回、皆さんと顔を

合わせて歓談できることを楽しみしておられるからです。 

 令和２年の新しい年の初めのサロンである今回は、双六

ゲームを楽しむことになりました。双六は「金沢健脚双六」

という城下町金沢の豊かな自然と歴史的景観や文化など金沢の文化が楽しめる双六です。 

 

６．令和２年度町会新年会開催 

１月１9日(日）午前１１時から、荒屋会館にて町会主催の新年会が開催されました。 

参加者は町会役員・班長さんほか、校下各委員の皆さんの２３名でした。 

中山町会長の開会の挨拶に続いて、元町会長の中屋さんが乾杯の発声をされ、賑やかに宴

会が始まりました。 

所定の時間は１１時から１時まで。１２時４５分過ぎからお楽しみ抽選会が行われました。

今年は全員に景品が用意され、開始前に各自の座席札が抽選箱に入れられているので、町会

長が抽選箱から１位、２位の順番に当選者が決まっていきました。皆さん抽選が当たらない

かと賑やかでした。 

閉会の時間になり、野田次期町会長①の挨拶の後、１本締めでお開きとなりました。 

今年一年、皆さんのご支援、ご協力よろしくお願い申し上げます。 

 

だ 

 

 

 

 

 

豪華な刺身の盛り合わせや大皿の料理が並んだ     １等は澤田さん⑭がゲット！！賞品はステッククリーナー 

https://1.bp.blogspot.com/-_1tzil4T2ts/XiOcw75v5MI/AAAAAAAAIIU/6qHVW0Z-Q947Xp4hcVEf_BAiHTOs9wb2wCEwYBhgL/s1600/DSC_0009.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-vPJeJKzMxNo/XiUE_KABlkI/AAAAAAAAII4/2cYGhWMKt_MC0TlYo0VlbpRTgv453IU2ACLcBGAsYHQ/s1600/%E2%91%A0DSC_0001.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-DzhRyu_ikIY/XiUFBBGSuBI/AAAAAAAAIJw/Qt2AqViFs68YL59kzo9sKoPhMuzTiWsJwCEwYBhgL/s1600/%E2%91%A7DSC_0016.JPG


 

 

 

 

次期子供会育成部長の片山さん⑰、おめでとうございます    １本締めを指名された野田次期町会長①の挨拶 

 

７．第５８回総会の代議員決定!! 

令和元年１２月２６日（木）付けで第５８回定期総会の代議員立候補受付が締め切られま

した。各班全世帯に信任の確認をした結果、以下の方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。２月２日（日）には必ずご出席下さい。やむを得ず、欠席の方は代理人を立てるか、

配布の委任状をご提出下さい。（委任状の提出は、各ブロック長へ１月２２日迄に） 

 

   Ｒ１年度班長  Ｒ２年度班長      Ｒ１年度班長  Ｒ２年度班長 

班   氏 名    氏 名      班   氏 名    氏 名    

１  片桐 香織  吉岡  哲       2  渡野  宏  柴田  公 

３  京田  安  稲本 幸子     ４  小林 功樹  田中 浩美 

５  新村  繁  松井みどり     ６  宮城島 優  河野 文俊 

７  渡野 敏彦  北方 悦子     ８  越野 秀一  松井 克成 

９  新谷 有加  松平  拓     10  小幡 健作  梨野 洋一 

11  古川 茂生  浜島千恵子     12  剱地久外志  北野 優子 

13  澤田  真  端  昌代     14  赤田 正紀  紺谷美智子 

15  中井真由美  中西 信夫     16  谷内 律夫  林  奈美 

17  飯田 幸枝  酒向  勉 

 

※ 令和元年度班長さんは１５日以降に配布する総会資料・追加資料について、班ごとの

質問、意見等を取りまとめて総会にご提案ください。 

（代議員・会計監査の方は２月２日の総会には午前９時４５分までに集合下さい） 

※ 旧役員は会場設営、準備の為、午前９時に会館に集合してください。 

※ 新役員の方は、新役員挨拶のため、午前１１時３０分迄に会館３階にお越しください。 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-JcSlzBC1CSM/XiUFCXTFpQI/AAAAAAAAIJ4/rZHlFJB4kskJXFGQ_09bbw5-6VbaFnYxACEwYBhgL/s1600/%E2%91%AADSC_0026.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-sjrl5NSCun8/XiUFB8Obh7I/AAAAAAAAIJ8/l0MdS537_agnprppz6VJL90YjW4qnK6iwCEwYBhgL/s1600/%E2%91%A9DSC_0024.JPG


８．第５８回総会で信任予定の新役員紹介 

町 会 長  野田   徹（ 1班）／総括・全般 

副 会 長  皆戸 信子（16班）／高齢者・子育て・広報・共済担当 

山岸   博（ 6班）／環境美化・公園管理担当        

       松本有紀子 ( 4班  1B）／レクリェーション担当 

       越野 秀一（ 8班 2B）／総務・防災担当 

       荒  一平（12班 3B）／会計担当 

小峰多美子（16班 4B）／会館管理担当 

 会計監査  小路 栄二（14班）・信濃 節子（15班）  

相 談 役   中山 良一（ 8班） 

 

【お知らせ】  

〇４班の神戸重盛さんに瑞宝双光賞！ 

４班の神戸重盛さん（８６歳、令和元年１０月２０日死去）

に瑞宝双光賞が授与されました。 

神戸さんは北陸農政局射水平野農業水利事務所経理係長、北

陸農政局用地課用地係長、近畿農政局用地課、農水省大臣官

房経理課監査官、北陸農政局経理課長、総務部次長と 40年に

亘り、農林水産省の要職を歴任され、勤め上げられました。 

又、町内では会計、副会長として町会発展に大いなる貢献をして頂きました。 

尚、今回の受勲については亡くなられる前から内示があり、神戸さんもご承知だ

ったと奥様からお伺いいたしました。誠におめでとうございました。 

  

 

〇転入、転出のご案内 

３班に松林 大樹
ひ ろ き

さん（ｲ 120-1）、同じく池田 亜由美さん、悠
ゆう

杜
と

さんご一家（ｲ 120-2）が

転入されました。（１２月２２日登録） 

１６班のバラ レミさん、めぐみさんご一家が１月１０日に夕日寺校下へ転出されました。 

 

〇おめでた 

１月、５班の高嶋久司 暁子ご夫妻に長女の紗
さ

雪
ゆき

ちゃんが誕生されました。 

おめでとうございます。心からお祝い申し上げます。 

 



防災豆知識.１３ 
 

新年度に当たり、防災についての基本的な知識を皆さんと共有しましょう。 

尚、金沢市では今年度「金沢市豪雨時の安全避難ガイド（金沢市水害ハザードマップ）」

について、従来の降雨基準から、昨年の台風１９号の異常降雨量を想定した値に即した新

しいマップを作成するとのことです。梅雨前頃を目途に各世帯に配付されます。 

 

【１．地震】 

震度は揺れの強さで、場所ごとに違います。  

マグニチュードは地震の大きさです。  

マグニチュードがちょっと増えるだけで、想像もできないぐらい大きな地震になります。  

マグニチュードが１．０上がると地震のエネルギーは３０倍になりますので、マグニチュー

ド８の巨大地震は、マグニチュード７の地震の３０個分のエネルギーを持っているというこ

とになります。  

震度は震度計によって計測震度として測定されます。気象庁では、気象庁や自治体等が設置

した震度計による震度を発表しています。  

震度の大きさは、地震の規模だけではなく、震源からの距離や地盤特性などが影響します。  

地震による被害などを考える場合は、震度情報が大切です。  

 

【２．津波】 

津波は、震源に近い沿岸には、地震の直後に襲ってきます。  

津波のスピードは水深によって決まります。沖合の深いところでは速く、浅いところでは遅

くなります。  

津波警報が発表される前に、すでに第一波が到達してしまう場合もあります。  

水深が浅くなるにしたがって、津波の高さは高くなります。  

震源が浅い地震で、マグニチュード７をこえると、津波が発生するおそれがあります。  

津波の第１波が最も高いわけではありません。津波は繰り返し押し寄せ、第２波、第３波が

最大となることもあります。また、引き波で始まるだけではなく、押し波でくることもあり

ます。海岸付近で強い揺れを感じたら、直ちに高台へ避難、また、津波警報などが発表され

ている間は、海岸付近など低地には絶対近寄らないことが大切です。  

 

【３．集中豪雨】 

一般的には、堤防の決壊や河川の水が堤防を越えたりすることにより起こる氾濫を洪水と呼

びます。  



大雨等による地表水の増加に排水が追いつかず、用水溝や下水溝などがあふれて氾濫したり、

河川の増水や高潮によって排水が阻まれたりして起こる災害を浸水害と呼びます。  

都市部など、地面がコンクリートやアスファルトでおおわれているところは、土に比べて、

水がしみこみにくくなっているため、家まで水が入りこんでしまったり、行き場のなくなっ

た水が、地下鉄や地下街などへ流れこむことがあります。 

昨年の台風１９号で国が管理する河川以外に支流の河川が数多く氾濫しました。国土交通省

では今年中小の河川に対して氾濫危険水位の基準作りに取り掛かるというニュースを聞き

ました。 

 

【４．地震が来たら？ 強い揺れを感じた時にするべき判断】 

（1）身の安全確保 

まずは自分の身の安全を最優先に行動しましょう。すぐ手に取れればヘルメット、クッショ

ン、枕など頭部を保護できるものを持ちましょう。 

テーブルや机の下などはつぶされる危険が高いので入らないようにしましょう。  

落下物の少ない場所で、背の低い家具の横に、頭部を保護して小さく丸くなり、揺れの収ま

るのを待ちます。 

 

（2）外に出るかどうか？ 

揺れが収まって、外に出るかどうかは、その時の状況によっても異なります。冷静な判断が

必要です。 

 

①戸建の１階と２階 

１戸建ての住居が倒壊した場合、１階部分はつぶされてしまう確率が高いそうです。２階に

いる場合は強い揺れが収まるまで動かない方が良いかもしれません。 

強い揺れが収まったら、窓ゃドアを開けましょう。次の揺れで建物がゆがむと、出られなく

なる可能性があります。 

 

②外に出るかどうか 

強い揺れが収まっても、慌てて外に飛び出すのは危険です。住居の状況と外の状況を冷静に

判断して決める必要があります。外に出る場合は、まず危険な落下物がないこと、火災など

が起きていないことを確認しなくてはなりません。日頃から家の周囲の様子を観察し、高い

所にある看板や高い建物の窓ガラス、外壁など、落ちてきて危険なものがあるかどうかを把

握しておきましょう。 


