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◇ 防災訓練を終えて ◇ 会長 山田 勝也

今年の総合防災訓練は第五小学校、成瀬台小学校、南大谷小学校の３会場に分かれての訓練となりました。 なかでも、第五

小学校と南大谷小学校会場は、町田消防署の全面的な支援により、消防車、ハシゴ車などが出動し、レスキュー隊による校舎屋
上からの救助模擬訓練が行われ感動しました。 又体育館では、家具転倒防止器具や家庭用火災警報器の展示説明に関心が集ま

った。災害時の自助･共助の重要性を再認識する有意義な訓練となりました。 ところで、町内会には、未加入世帯が今も多く
存在します。 この人たちには、情報過疎の状態です。加入を呼びかけ、情報を共有できる体制づくりが肝要です。
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玉川学園地区の総合防災訓練を実施報告 -防犯防災部-

平成２１年度の防災訓練は、町田第五小学校(第一会場)、成瀬台小学校(第二会場)で８月２３日に、南大谷小学校(第三会場)で８月

２９日に実施されました。今年は８月３０日に予定されていた町田市の防災訓練が、衆議院選挙のため中止となったこともあ
り、第一、第三会場では、消防署の全面的な協力の下、はしご車への乗車体験をしたり、屋上に取り残された人の救出模範演技

を見学したりしました。また、第一会場では玉川大学の災害支援ボランティア隊が初めて防災訓練に参加してくれました。
本年度の玉川学園地区防災訓練の総動員数は７１３人と過去最高となりました。 ご協力有り難うございました。

資源回収の報告 ― 環境部 ―

資源回収にご協力いただきありがとうございます。

８月の回収量は５０．９トン 前年同月比１１６% でした。
創刊なる！

私たちのまちの歴史と地域のあゆみや町内会の活動に
８月より回収開始時間は 朝９時 からに変更になっています。

加えて、先人・先輩たちのまちづくりの足跡が記録さ
看板は ８時３０分 となっていますが ９時と読み替えてください。

れた貴重な一冊となりました。町内会のすべての会員 なお、９月に刊行される「我がまち 玉川学園地域８０年のあ

にお届けします。 ゆみ」の発刊費用は資源回収で得た奨励金から支払われます。

善意の傘 お絵かき大会 ―環境部―

秋の駐輪・駐車秩序正常化キャンペーン 今年の「善意の傘お絵かき大会」は １０月２５日（日）に

日時：９月２９日（火）、３０日（水）
第五小学校でおこなわれる「こども祭り」の中で開催！！

場所：玉川学園前駅周辺一帯 傘の修理に加え廃棄した傘の布で作るエコバッグも紹介します。

集合場所 玉川学園前駅南口階段下 9月定例幹事会の報告 ―総務部―

気軽に1時間 参加しませんか 下記の審議事項が承認されました。
7：30～ 8：30 13：30～14：30 ○ 市連会長研修会参加の件 ○ 80年史費用について
8：30～ 9：30 14：30～15：30 ○ 親睦バス旅行の件 ○ まちぐるみふれあい文化祭の件
9：30～ 10：30

日帰り バス旅行のごあんない ― 成人部 ―

心地よい潮風。 記念艦 「三笠」 ・ 観音崎灯台巡りと工場見学

★開催日:平成 21年 10 月 22日(木) 雨天決行

★集合時間と場所:玉川学園一丁目信号まえ(小田急住宅前バス停)７：００集合

★募集人員:98 名 ★参加費:３、５００円 申込み期間:９月２８日(月)～１０月５日(月)

申込み用紙に記入のうえ「町内会事務所郵便箱投函」または「FAX」725-0438で受付けます。

申込みは「1人２名」(会員と家族)までとします。ご応募者多数の場合は抽選とし、結果は10月 8日(木)頃ハガキでご案内します。

平成21年度 バス旅行 参加申込書

NO. 氏 名 住 所 電 話 支 部 名

裏面に「８０年まつりイベントカレンダー」掲載。 ☆ 一部づつお取り下さい。

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。

記念艦「三笠」(横須賀市) 観音崎灯台周遊、または横須賀美術館見学(個人選択)
観音崎京急ホテルにてバイキングの昼食 味の素川崎工場見学 玉川学園(18:00予定)



わがまち80年まつり イベントカレンダー

「月まつり」 ｛連続歴史講和会」
会場 ： ぬぼこ山宮 昭和30年代の玉川学園をテーマに語っていただきます
日時 ： 10月3日 （土） 午前10時より どなたでも自由にご参加ください
萩と中秋の名月を愛でつつ短歌を奉納します 会場 ： さくらんぼホール（大）
どなたでも短歌を事前にぬぼこ山宮へ奉納ください 日時 ： 10月11日（日） 13時～16時30分

主催 ： まちつくりの会
玉川学園地区町内会自治会連合会

問合せ先 ： 玉川学園町内会事務所 ７２５－０４３８

多文化競演「舞」アイヌ舞踊 桜実会福祉まつり
アイヌ舞踊を体験しよう！ どなたでもご参加ください 地域活動団体によるフリーマーケットがあります！
会場 ： 町田第五小学校 体育館 模擬店も出店します！
日時 ： 10月17日（土） 13時～ どなたでも自由にご参加ください
主催 ： ら・ぽルと 会場 ： 高齢者居宅サービスセンター（桜実会）

玉川が学園地区町内会自治会連合会 日時 ： 10月25日（日） 10時～14時30分
『「平成21年度東京都地域の底力再生事業助成」対象事業』 主催 ： NPO法人 桜実会

秋のこどもまつり ふれあいサタデー
毎年恒例、子どもたちのお楽しみ！ 子どもと地域住民がふれあう、約３０の講座が開催さ
善意の傘 お絵かき塗り絵も同時開催！ れる！ 今年はソーラーカーやル・マンのホンダエンジ
会場 ： 町田第五小学校 ンもやってきます！ どなたでも自由にご参加ください
日時 ： 10月25日（日） 10時～14時 会場 ： 町田第五小学校他各会場
主催 ： 青少年健全育成委員会 日時 ： 10月31日（土） 8時30分～12時

玉川学園町内会 主催 ： 町五小 ふれあいサタデー実行委員会

町ぐるみふれあい文化祭 四季 小森 忍 日本陶器の幕開け
このまちで各種文化的な活動を行っている方々が 中国をはじめとする東洋古陶磁の科学的解明とその
それぞれに日頃の成果を発表をしてくれます 再現に努め、満州、瀬戸、三重、北海道と活動場所
初日は静的なイベントで絵画、創作品などを展示 を変えながも不変の作陶スタイルを貫き、日本の陶
2日目は動的なイベントで音楽・ダンスなど 芸界に多大な影響を与えた
どなたでも自由にご参加ください 会場 ： 町田市立博物館
会場 ： さくらんぼホール 日時 ： 9月19日（土）～10月25日（日）
日時 ： 10月31日（土）・11月1日（日） 10時～20時 9時～16時30分
主催 ： 玉川学園町内会 問合せ先 ： 町田市コールセンター ７２４－５６５６

上映会 「窓から飛び出せ」香川京子デビュー作 昭和25年3月放映
この映画は 昭和25年ごろ、玉川学園に住んでいた、大日方 傳が脚本、製作の映画で
玉川学園の自宅をロケに使用し、映画製作を行った作品である。
毎日新聞の「スクリーンの向こうから」によると『玉川学園の南側にあった立派な家でお勝手から
居間から、全部使って、庭や周りの畑も、撮影一色になった』と香川京子さんが話をされています。
上映会場 ： 玉川学園文化センターホール
上映日時 ： 11月3日（火） 2時～5時 上映に先立ち挨拶・映画のエピソードを含みます
主催 ： 玉川学園町内会自治会連合会・80年祭り世話人会
定員 ： 先着 100名 （会場の都合で先着100名様までとさせていただきます
『「平成21年度東京都地域の底力再生事業助成」対象事業』

（C) 国際放映


