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玉川学園町内会

町内会だより

町内会事務所は祝日を
除いて月曜日〜金曜日
10 時から 16 時まで
開いています。

町田市玉川学園２−１９−５
Tel/Fax：042-725-0438
E-mail: t-chounaikai194@bz03.plala.or.jp
ｈｔｔｐ: //www.194-0041.com

2012 年度 No.2 (6 月号)

玉川学園地区町内会自治会連合会・地区社会福祉協議会
さくらんぼホール施設委員会・こすもす会館の総会が開かれました
新年度を迎えて、玉川学園町内会関連諸団体の総会が開催され、その活動方針・事業計画、新役員人事などが決定されました。
（各団体の新役員名簿は「町内会広報」第 120 号に掲載されています）
玉川学園地区町内会・自治会連合会総会は 5 月 14 日に、玉川学園地区社会福祉協議会総会は 5 月 13 日に、さくらんぼホール施設
委員会は 5 月 30 日に、こすもす会館総会は 4 月 28 日に、それぞれ開催されました。
これらの会は、玉川学園地域を、『心の通い合う住みよいまち、安心して暮らせるまち』、『誰でもが、いつでも、助けて』と言え
る地域にすることを目指して、玉川学園町内会と協力・協働している団体です。
これらの会の活動を推進するため、みなさまのご理解とご協力をお願いします。

駐輪・駐車秩序正常化キャンペーンにご参加ありがとうございました
5月23日・24日の二日間、春の駐輪・駐車正常化キャンペーンが行われ、町内会･自治会･商店会･学校･熟年クラブなど１６団体、
延べ424名の皆さんの参加協力をいただきました。違法駐輪・駐車も年々少なくなっているようです。ありがとうございました。
秋のキャンペーン（9月26・27日予定）もよろしくお願いいたします。

これからの主な町内会の行事についてお知らせします。（予定日・計画日）
それぞれの行事の内容および参加方法については、そのつど「町内会だより」でお伝えします
7月 ①骨密度測定（8日） ②防災体験学習(21日) ③リサイクル施設見学会(30日)
８月 総合防災訓練(28日)

９月 ①講演会（8日） ②敬老会(17日) ③駐輪・駐車秩序正常化キャンペーン(26/27日)

10月 地区連・健康ウォーキング（8日）
２月 餅つき体験会（未定）

自分の

骨密度

11月 日帰りバス旅行（22日）

3月 健康づくりウォーキング（30日）

をご存じですか？

下記要領で皆さんの健康チェックを計画しました。無料ですので、お気
軽にお出かけください
記
日時；

７月８日（日） 午前９時３０分開場

場所；

さくらんぼホール

主催；

玉川学園地区社協、玉川学園町内会（健康づくり推進員）

協力；

町田市

いきいき健康部

１１時受付締切り

４月 定期総会（未定）

③

肌水分測定：あなたのお肌はカサカサ？それとももち肌？

④

握力測定：しっかり握りしめることが少なくなって、握力は落

ちていませんか？
⑤

手洗いチェッカー：あなたの手洗いは完全ですか？

⑥

味クラベ：おいしいクッキーを用意します。その味の違いがわ
かりますか？

※ 市健康課スタッフによる「骨粗しょう症予防」について：１０時と
１１時から２０分〜３０分程度同様の講話を２回行います。

健康課

各地区自主防災隊長紹介

健康チェック項目；
①

１２月 クリスマスの集い（未定）

骨密度測定：測定希望者多数の場合は先着１２０名程度に制限しま

す。測定は裸足で実施するため、脱ぎにくいストッキング等の着用はご

5月27日の防災委員会で、各地区の自主防災隊長さんが選出されま
した。本年度の隊長さんは次の方々です。
（敬称略）

遠慮ください。

第１地区

種市

②

第３地区

加藤 治男

第５地区

瀬戸口

第７地区

徳永

体脂肪測定：自分の体脂肪を知り、健康管理に役立ててください

「パソコンなんでもよろず相談室開設
広報部からのお知らせ

7 月より「パソコンなんでもよろず相談室」

「町内会だより」に地区の話題を紹介しよ

を地区社協事務所にて開催いたします。

うと思います。私の地区にはこんなことが

裏面にも重要な案内・お知らせがあります。

邦朗
明

武史

茂雄

第２地区

入来

第４地区

山本

第６地区

服部 知行

第８地区

下山

二朗
洋一

月定例幹事会（6/5）報告 -総務部―総務部―
66月定例幹事会(6/5)報告

についてのお知らせ！」

相談ご希望の方は、毎週火曜日・水曜日・木曜日、
10:00 時〜15:00 時の間に、相談内容を電話または
ファックスにて地区社協事務所（電話＆FAX
042-850-9908）までご連絡ください。

-防犯防災部-

ある、という情報を広報部までお寄せ

下さい。本号には、町五小創立 50 周
年関連の記事を掲載いたしました

下記の審議事項が承認されました

下記の審議事項が承認されました
1. 地域団体への会費・助成金・拠出金支払
１．地域団体への会費・助成金・拠出金支
いの件
払いの件
2. 事務所火災保険・ラミネーター更新の件
２．事務所火災保険・ミネーター更新の件
3. 支部長研修会・リサイクル施設見学会・
３．支部長研修会・リサイクル施設見学会・
紙ひもの購入の件
以上以上
紙ひもの購入について

＊一部ずつお取りください。
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防災体験研修の参加ご案内
下記の要領で防災体験研修を実施します。ぜひご参加下さい。
◎日時・集合時間：7 月 21 日（土）午前 9 時（雨天決行）
◎集合場所：バス停・小田急住宅（大澤畳店先・町田より）
◎体験場所・内容：池袋防災会館（地震・消火・救急等）
◎参加費：無料（往復大型バス利用、昼食付き）
◎募集人員：50 名程度
◎申込方法：6 月 26 日から 6 月 29 日（午後 3 時）までの間に町内
会事務所でお申し込み下さい。申込用紙は町内会事務所にあります

自然と親しむ健康づくり-成人部からのお知らせ
自然が少なくなったとはいえ玉川学園の周りには、まだまだ触れ合
う事の出来る自然は残っている。ちょっと目線を変えて散歩すると、

環境部からのお知らせ
☆

リサイクル施設見学会のご案内

環境部会が例年実施しているリサイクル施設見学会ですが，今年は，
新日鉄君津製鉄所のプラスチックリサイクルの実際を見学することに
なりました。見学過程は，1．コミュニケーションホール（展示スペー
ス見学）→2．プラスチックリサイクル設備→3．高炉（車中）→4．製
品岸壁（車中）→5．圧延工程→6．郷土の森で，約 2 時間を予定して
おり，製鉄の工程も見学することができますので，多くの方々の参加を
お待ちしています。
日時：2012 年 7 月 30 日（月）午前 8 時 15 分〜午後 5、6 時頃
集合場所：東京都民銀行玉川学園支店前
参加費：無料（昼食は龍宮城スパホテル三日月のバイキング料理を予
定）

沢山の発見や驚きに出合える事と思う。こうした事が小さな動植物を

申込日時：7 月 9 日（月）〜13 日（金）

慈しむ心となり、ひいては自然への畏敬の気持ちが育まれると思って

申込場所：町内会事務所。定員 89 名（環境委員および初めての方優

いる。今までも伝統的にずっと実践されてきていますが、今年の成人

先）です。参加資格は 18 歳以上の方です。定員オーバーの

部もこうした気持ちを込めて学園の近くを散策してみたいと思ってい

場合は抽選となります。

ます。
◎

☆ 善意の傘

10 月 8 日（体育の日）に、玉川学園地区町内会自治会連合会主

催の「秋の健康ウォーキング」があります。昨年は、鶴川から寺家の
ふるさと村に行きました。今年は、
「薬師池公園・七国山」を企画しま
した。「えっ？薬師池？」と思われる方も多いと思いますが、「名前は
聞いたが行った事はない」と言う方が意外に多いのです。その奥にあ
る七国山はさらに少ないはずです。町田で最も有名な公園で、都の内
外からも大勢来られます。秋の薬師池・七国山は素敵です。写真の撮
影会や写生会等で賑わっています。ご期待ください。
◎

午前 10 時〜午後 1 時

11 月 22 日（木）は、恒例の日帰りバス旅行です。今年は「川越」

「善意の傘」の使用に関して：玉川学園駅構内の棚に置いてある「善

意の傘」は，雨降りのときにどなたも自由に使うことができますが，こ
の傘の管理は環境部が行っています。この 3 月まで故障した傘を修理し
てくれていたボランティアの団体の都合で，修理ができなくなりました
ので，これまで以上に丁寧に使用していただきたいと願っています。

☆ 環境パトロールの実施（防犯パトロールと協動）
今年度も地区毎に毎月 1−2 回のパトロールを実施します。道路に落
ちている吸い殻や空き缶などのごみを収集しながら，お互いに会話を楽
しむと同時に，道路の清掃に努めて下さい。

に行きます。学園からは交通の便が悪いため、行きたくても躊躇され
ていた方もおられると思います。今回はバスなので気楽です。「喜多

☆ 町田エコフェスタ 2012

院・五百羅漢」「蔵造の街並み」「菓子屋横丁」等江戸情緒豊かな町で

今年の「町田エコフェスタ」は 10 月 7 日（日）に開催される予定で
す。今後，具体的な内容が決まり次第お知らせします。

小江戸と呼ばれています。
◎

3 月 30 日（土）は、
「春のウォーキング」です。昨年まで恩田川

を企画していましたが、今年度は目先を変えて、近くで素敵な所なの

☆ お願い
以上が環境部の主な仕事ですが，皆さんの周りの環境に関するご意見，

に意外と歩いていない所？に決めました。学園→鶴川→奈良北→学園

ご要望があれば，各班の環境委員，環境部幹事，あるいは町内会事務所

というコースです。昨年とコースを変えて行きます。きっと冒頭に書

にご連絡ください。

いたような風景に出合えると思います。早春ですので、春を探しに行
くという気持ちで行くと一層楽しいと思います。
今年度の成人部では、以上の 3 企画をしています。
「健全な精神は健
全な身体に宿る」と言われます。自然に親しみ、歴史に触れる事によ
り、豊かな気持ちになって頂けたら自ずと健全な身体を獲得していけ
るのではないでしょうか。ひとりでも多くの方と楽しく親睦を深める
ことが出来たら、私たちも幸いです。

町五小も 50 年を迎えます
創立 50 周年行事実行委員会
今年は町内会の設立 50 年だそうですね。1963 年に開校した町
田市立第五小学校（第一小学校玉川分校として 1960 年に設置）も
来春 50 周年を迎えることになり、記念事業の準備が始まりました。
2 月 16 日（土）に記念式典を予定していますが、当日だけでなく、

資源回収について

-環境部-

5 月の回収は 117.7 ﾄﾝでした。なお、回収業者には，午前 9 時に
回収開始をお願いしてありますが，地域によって，また，品目によっ
て，遅れることがあります。9 時以降に残っている場合でも，追加排
出をしないようにして下さい。未回収の場合の連絡は（有）大輿資源
（045−929−4813），集合場所などの意見・要望は町内会事務所
（042−725−0438）にご連絡ください。また，違法回収車を見つ
けた場合には，回収者とは接触せずに，場所，日時，車両番号，車種，
車色などを町内会事務所にご連絡ください。

また学校だけでなく、卒業生や地域の方々も巻きこんで進めていきた
いと考えています。例えば昔の写真や資料などを提供していただいて
アーカイブ（デジタル記録資料集）をつくるとか、同窓会（子どもさ
んを通わせた親の同窓会も？）の設立とか、教員・PTA・地域住民で
つくった実行委員会で鋭意検討を進めています。
ご意見ご質問は五小ボランティアコーディネーター・押村（Tel．090
−6562−2625 ・Mail．1a̲porte＠jcom.home.ne.jp）までご遠慮なくどうぞ。

