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毎月第 3 土曜日（雨天の場合翌日曜日） 16：00～

4 丁目公園～町内全域

やきいも大会

2 月９日(日)

14：00～15：00

連合町内会日帰りバス旅行

2 月 1６日(日)

いろりサロン

3 月 1 日(日)

10：30～13：30

自然塾 いろり

町内会総会

4 月 19 日(日)

14：00～15：00

自然塾 いろり

今年も 2 月９日(日)に恒例のやきいも大会を開催し
ます。昨年に引き続き、あま～いあま～い安納芋と美
味しいトン汁を用意します。
安納芋は、他のサツマイモと比べてショ糖が多く含
まれており、とても甘～いお芋です。是非皆さんもご
賞味ください。
( やきいも大会実行委員会 )
<やきいも大会の申し込み先>：中川まで
定員：先着 100 名
参加費： 200 円（お芋 1 個）
Fax：045-895-0712
e-mail：nakagawa_home1@yahoo.co.jp

自然塾 いろり
三島スカイウォーク・韮山反
射炉・柿田川湧水・三島港

終日

やきいも大会のお知らせ

所

新年のお慶びを申し上げます
会長 三橋 清二

祝 成人！
本年度に成人を迎えた方、おめでとうございます！
西谷戸町内会では、皆さまへの祝福の気持ちを込めて、今
年もお祝いの品(オランダ水牛の実印とお祝い菓子)を贈呈さ
せていただきます。新成人の皆様のご活躍を心よりお祈りい
たします。
( 福祉部 )

西谷戸町内会は本年、設立 20 周年を迎えます。ふり

したが、区役所の脇のいたち川で８人乗れるゴムボート

返って見ますと、設立前年の秋から準備に入り、直前に
は大雪の中、準備の会議が夜中の 12 時過ぎまで続いた

遊びに子供たちはお祭り騒ぎでした。今年はボート２艘

ことも思い出されます。
設立当初の活動では、農家の方の協力をいただいてス

独イベントにできたらと思います。

での競争とバーべキューを合わせ、一泊体験とは別の単
また、いろりサロンでは野菜収穫やバーべキューの他、

タートした夏の野菜朝市を夕市に移行し、その後夏祭り

11 月から１家族 20 本の玉ネギを農園で育て、３月に
から秋祭りに変わりました。この数年は大学生の和太鼓、 はジャガイモ植え付けの予定です。
フラ、チアリーディングなどエネルギー溢れるイベント
最大のイベント、秋祭りについては、内容・時期・場
を中心に模擬店と福引大会を楽しんでいただきました。
所などを再検討し、もっとみんなでふれあい、楽しみ、
また、サイト焼きや餅つきなどの伝統行事を継承し、

防犯パトロール：警察官と一緒
毎月第 3 土曜日に実施している防犯パトロール、12 月 21 日

オリンピックで盛り上がり、あっと言う間の１年にな

ました。広報紙“にしやと”も、充実した紙面作りで頑

ると思いますが、20 年の節目で改めて考え、新たなま

張っております。

ち作りをめざす西谷戸でありたいと思います。
みなさまのご協力をお願いいたします。

昨年の一泊体験は、台風の影響で日帰り体験になりま

のパトロールには本郷台駅前交番よりお巡りさんに来ていた

汗を流す。そんなお祭りにしたいと考えています。

小学生一泊体験やいろりサロンも着実に浸透してまいり

だきました。お巡りさんによると、2019 年度は振り込め詐欺
の被害が非常に多く、栄区だけでも被害額は 1 億円を超えてい
るそうです。被害で多いパターンとしては、デパート等から「ｘ
ｘｘで、あなたのカードが使われています！」とか「警察です
けれど、ｘｘｘのため、あなたのカード情報が必要です」等の

ソラマメ苗もすくすく

連絡があり、確認する暇もなく振り込んだりカードを渡してし
まうことが多いようです。防御策としては、留守電機能を常に
使うのが有効とのこと。皆様、お気を付け下さい。
（ 防犯部 ）

赤い羽根共同募金のお礼
本年度の「赤い羽根共同募金」には多くの町内会会
員の皆様のご協力をいただき、ありがとうございまし
た。おかげ様で２１７,８００円(４８１軒)が集まり、共
同募金会栄区支会へ納金させていただきました。
赤い羽根共同募金は、さまざまな地域の課題解決に
取り組む福祉活動を支援しており、毎年全国で 5 万件
を超える活動をサポートしています。
会員の皆様の温かいご協力により、様々な社会福祉
が成り立っています。皆様の温かいご厚意に改めて感
謝申し上げます。
( 厚生部 )

編集後記
恥ずかしながら、この地に引越してきて 15 年以上経った
のですが、今年初めて町内会の仕事に少しだけ携わることと
なりました。
そこで感じたのは、会長を始め全ての役員の方々の熱意あ
ふれる行動力と、協力していただく地域の有志の方があって
こそ一年間のイベントが開かれている、ということでした。
編集後記
正直ここまで手作りで運営されているとは思っておらず、
また役員の殆どの方が私より大先輩にも拘らず、積極的に協
力されているのを見て驚きました。
ウィルスが蔓延する時期です。皆様もお体にはご注意くだ
さい。
( 編集委員 越 泰人 )

11 月 10 日(日)、久々の野菜収穫体験＋バーベキュ
ーのいろりサロンを開催しました。今回はスタッフ
を含め 50 名以上の皆様(初の外国の方を含む)に参
加いただき、玉ネギの植え付けとサツマイモ掘りと
ショウガ・里芋収穫を体験し、ミカンも(少し)ゲッ
ト！その後、いろりでバーベキューを楽しみました。
今回のバーベキューのメインは子持ち鮎の炉端焼き
と旬のサンマの塩焼きです。

参加者のお父さんにもお手伝いいただきました。特に 1
時間以上かけて焼き上げた鮎は卵のたっぷり詰まった
絶品の美味しさ。お父さんの焼きサンマも(今年は不漁
と聞いていましたが)脂がのって美味でした。
その他の焼き物もあり、皆様満足してお帰りいただきま
した。
また次回も多くの方々の参加をお待ちしております。
( いろりサロン実行委員会 )

親子で力を合わせます

12 月 8 日（日）抜けるような快晴の中、今年も「にし
やと ふれあい もちつき大会」が開催されました。前日
のうちに こども会・町内会役員の皆様にとん汁の下準
備や道具の移動を手伝ってもらって準備完了。当日は各
種の餅やとん汁をたくさん用意して皆様をお迎えしま
した。昨年、午前中のとん汁の野菜が硬いとのコメント
がありましたので、今年は具材を細かく、早めに火にか
けることで、美味しいとん汁ができました。もちつきも

沢山の親子に体験していただき喜んで下さいました。肝心
の餅の味も大好評！おかげ様でスタッフも含め午前・午後
合計約 350 名の方々の参加がありました。
次回は、更によいもちつき大会を目指しますので、ご意見、
ご要望がございましたら、是非お聞かせ下さい。ご参加い
ただいた町内会、こども会の皆様に心から感謝申し上げま
す。またお会いしましょう。
( もちつき大会実行委員長 國井通範 )

子持ち鮎も

サンマも

立派なお芋が取れました！

綺麗なミカンをゲット！

美味しゅうございます！

<参加いただいた方の感想です>
・盛りだくさんの収穫・BBQ で、家族全員楽しい時
・I enjoyed my time with you very much! Very
間を過ごせました！また次回も参加させてください。
nice people, great food, and we had fun doing
・子供達大喜び。虫やトカゲもつかまえて、ふんだん
some gardening! Even the weather was
に楽しみました。子持ち鮎とさんま絶品でした。あり
perfect. Thank you so much for organizing this
がとうございました。
event!
・鮎がとっても美味しかったです。とくに鮎のたまご
(訳：とても楽しい時間を過ごしました。気持ちの良
がたっぷりで食べごたえも美味しさも最高でした！
い方々・素晴らしい食べ物とともに、ガーデニング
かぼちゃもホクホクで美味しかったです。
作業の楽しいこと！天気さえもパーフェクト。この
いつも本当にありがとうございます。また宜しくお願
ようなイベントを企画していただき、ありがとうご
いします。
ざいました。)
栄警察署と合同パトロール（7 月 18 日）

民生委員・児童委員の交代をお知らせします。これまで担
当いただいた三橋幸子さん・田中正子さんは 9 年間、久保
田謙一さんは 6 年もの長期にわたって地域に貢献いただき
ました。心より御礼申し上げます。 けづか
新民生委員は鈴木さん・石原さん・毛塚さんです。
「少しで
も地域に役立つことができれば」との抱負です。
西谷戸地区を 3 つに分けて担当いただきますので、これか
らよろしくお願いいたします。
（

新民生委員の皆様です。左から：
鈴木 きよ子さん：レイディアントシティ担当
石原 敬子さん：夢庵より北（藤和マンション含む）エリア担当
毛塚 敦子さん：夢庵より南エリア担当

大根おろし・あんこ・
いそべ巻・きなこの
ラインアップです。

