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玉連主催の健康ウォーキングが実施されました

−成人部―

玉連主催の健康ウォーキングは予定通り 10 月 11 日(月)に行われました。
体育の日にもかかわらずおよそ 100 名の参加者があり、今秋一番の秋晴れのもと、
尾根緑道を鑓水南から尾根緑道入口まで約９ｋｍばかりウォーキングを楽しみました。
途中の都立小山内内裏公園で好評のお寿司のお弁当をみんなで頂きながら昼食休憩を
とった後、一気に終点の尾根緑道入口まで歩きました。参加者の皆様には、心地よい
疲れの残るウォーキングを楽しんでいただき、帰路のバス送迎も喜んでいただけたも
のと思います。ご協力くださった多くの方々にも御礼申し上げます。

にぎやかに『秋のこどもまつり』が開催されました
去る、10 月 31 日（日）青少年健全育成玉川学園地区委員会主催の”第 24 回
秋の子どもまつり”が開催されました。当日は、雨となりましたが、町五小体育館
を中心にイベントが開催されました。町内会は役員の皆さんが昔取った杵柄で”昔
遊びコーナー”を担当、ベーゴマ、こま回し、お手玉、あやとり、羽根つき、けん
玉を子どもさんに教えると言う役割でした。しかし、最初は、我を忘れ自分が没頭
する一幕もありました。しかし、その後は、700 名の子どもさんと交流を図り
有意義な一日を過ごしました。
-青少年部-

青少年部

恒例の”クリスマスの集い”が来たる、12 月
18 日(土)”あったか座”による「ネックレス
のゆくえ どこへ行ったの？」という光のペ
ージェントの、子どもさんに夢を与える楽し
い催しとなっております。
午前１０時から さくらんぼホール で待っています。 入場無料
楽しみなプレゼントもあります。子どもさん大勢来て下さいね！

玉ちゃんバス南ルート（玉川学園 7,8 丁目路線）
来春運行開始を目途に！
一部車道幅員が基準に達せず実現が遅れている南ルートにつ
いて、10 月 30 日に住民説明会を開き、歩道部分を改修して

“防災勉強会のご案内”

-防犯防災部-

町田消防署より、講師をお招きして、下記要領で講演して頂
きます。

日時；平成 22 年 12 月 4 日(土)
場所；さくらんぼホール

17:00〜18:30

地震や火災等に対する日頃の準備や、災害発生時の心構えに
ついて、具体例を交えて話をして頂きます。ご近所同士お誘い
合わせのうえ、ご参加下さるようお願い致します。

立入宅跡地開発 その後

―玉学７丁目のマンション計画―

町田市の「調停案」で妥結（玉川学園７丁目「立入宅跡地」開発・マンション建築計画対策協議会）
足かけ四年にわたる街並みと景観を守る折衝は、10 月 21 日、市の「調停案」を住民と業者が
受諾することで終結しました。その後、１１月８日、業者説明会を開催し、日影、電波障害、交

車道部分の基準を達成することにより運行実現を目指すことに

通問題などを解消する工事協定を結ぶことになります。「調停」の中味については、苦渋の受諾

なりました。隣接住民のご理解を得て、来春運行開始を目途に、

でありましたが、玉川学園住民は、都下多摩地区で初めて「自治体による調停」という先駆的役

実現に向けて努力を重ねます。

割を果たしました。

資源回収の報告

-環境部-

１１月定例幹事会(１１/２)報告

広報部よりお知らせ

10 月の回収は５０.7 ﾄﾝ（対前年比 91％）

立冬も過ぎ、今年もあとひと月余りとなってし

当日朝の 9 時までに出してください

まいましたが、イベント、行事が沢山あります。

-総務部下記の審議事項が承認されました
１． 秋のリサイクル施設見学(11 月 25 日)
２． クリスマスの集い(12 月 18 日)
３． 紙ひも購入・確保について

今月号から、『玉川学園豆知識』欄を新設しま

問合せは町内会事務所
または大興資源

した。皆様からのこれはと思う情報を是非お寄
せください。お待ちしております。

その他

０４５−９２９−４８１３
パイプオルガン演奏鑑賞会

✄

-文化部-

パイプオルガン演奏鑑賞会 申込書

丘の上の学園の杜にある古色蒼然、厳粛なる礼拝堂で、日本有数の
パイプオルガンによる素晴らしい演奏を鑑賞してみませんか?
クリスマスに因んだ選曲は、きっと楽しいひと時を過ごすことが
できるでしょう！
平成 22 年 12 月 13 日(月)

会

員

氏

名

電

話

11:00 開場

第Ⅰ部 11:15〜11:45（当町内会申込者のみ）
第Ⅱ部 12:15〜12:45（一般に公開）
会 場 玉川大学 礼拝堂 (町内会申込み者は第Ⅱ部も鑑賞可能)
演奏者 玉川大学芸術学部 講師 千葉 葉子先生
申込み 11 月 30 日(火)まで

支部名

右記の申込書にて町内会事務所へ

裏面にも各種の案内・お知らせがあります。

✄

日時

中間決算の報告などがありました

平成 22 年 11 月 30 日(火)まで、町内会事務所郵便投函
FAX 725-0438 で 受け付けます。

または

＊一部ずつお取りください。

平成 22 年１１月１５日発行
またまた 玉川学園地区で ひったくり事件が発生しました。
１０月 29 日（日曜日）、午後８時 20 分ころ、玉川学園６丁目のなかよし公園付近で、オートバイ利用による
ひったくり事件が発生しました。 被害者は帰宅途中の 30 代の女性で、持っていたハンドバッグをひったくられて
しまいました。 犯人は、黒色のスクーター型オートバイに一人で乗っていた者です。

ひったくり被害防止のために次の 3 つの用心！を励行しましょう。
１、バイクへの振り向き確認 ２、バッグの建物側携行 ３、ひったくりネットの装着 です。
（町田市不審者･犯罪情報

地区社協が地域の福祉ニーズをアンケートします
玉川学園地区社会福祉協議会もスタートして半年が経ちました。
地区社協ニュースの第 1 号を発行し、集会所も玉川学園前から 5 分
の 7 丁目に設置して、いよいよ地域のニーズに応える準備を進めて

他より）

資源回収の新体制移行は４月となります。―環境部―
町内会だより 10 月号で、準備を進めてきた「町田市地域資源化特
別指定団体」の認定申請が、大詰めを迎えたとお知らせしました。こ

おります。
まず、地域の皆様から、地区社協に何を求められるか、地域のニ
ーズは何か、各地域、各福祉団体会員などにアンケートにより伺う
ことから始めたいと計画をしております。

こまで進むには、地域の皆さま、特に地域内で、独自の資源回収をし
てこられた自治体等の組織体のご理解とご協力があったからで、有難

町内会会員の皆様には、12 月を目途に、町内会名簿より広く無差

うございます。これらの成果を受けて、町田市と調整を図っていたわ

別抽出し、封書でアンケートを求めさせていただきますのでご協力
のほど宜しくお願い申し上げます。

けですが、更に外部の団体・環境との調整が、未だ不十分なところが

「映画“窓から飛び出せ”を鑑賞しこのまちの 60 年前を推理する」
11 月 3 日午後さくらんぼホールにて、昭和２５年制作の新東宝映画「窓

残っていることが明らかになりました。時間的な推移、年度区切りと
の対応を勘案すると、今年度内終盤に移行することには無理があると
えいが
いう判断に至りました。

から飛び出せ」を観賞しました。映画の殆どの画面が 60 年前のこの学園の

今年度計画としてのお約束を果たせず、ご理解・あるいはご期待に

丘であるだけに、この地に住む観客には一つ一つの画面がどの辺であるのか

応えることができずに、大変申し訳ありませんが、新年度に向けての

を推理するのに盛り上がりました。観客の中には、当時小学生で画面に出て
いる当人がいたりして、当時の話を聞くことができたり、当時の画面と現在

実施に万全を期すということで、ご理解をいただきますようにお願い
いたします。折々に報告させていただきます。

の画面を比較しての話題で盛り上がりました。

違反広告物除却キャンペーン
12 月 13 日のパイプオルガンコンサート（表記事参照）のパイプオルガンについて

玉川学園豆知識 １

昭和５年（開校翌年）欧米旅行された玉川学園創立者小原国芳先生は、パイ
プオルガンの魅力にとりつかれ、建設間もない礼拝堂にパイプオルガンをシカ
ゴのキンボール社に注文されました。当時パイプオルガンは珍しく、日本橋の
三越本店と、上野の芸大と、玉川学園だけだったと言われています。昭和 55
年、大改造によって 16 ストップ、1,064 本のパイプを持つネオ・バロック
オルガンとして生まれ変わっていますが、本体は当時のままで、心を打つその
響きには変わりがありません。
ＮＨＫの人気テレビ番組「ブラタモリ」ではありませんが、この学園地区の、いろいろな秘められた知
られていない情報を、この欄にシリーズで提供できればと思います。

“南大谷中学校生徒のフラッグアート”

町内会では、防犯・防災・環境整備のため、地区毎にパトロールを
行っています。10 月 18 日は東京都・町田市・などと歩調を合わせ
て、違反広告物を取り除くことに重点を置いたパトロールをお願いし
ました（実際には地区毎に実施日が異なります）。おかげさまで、ご
く少数の該当物件を発見・処置して、町田市に報告をしました。今後
とも、パトロールの際には、環境保全につながる諸点にもご留意いた
だいての協力をお願いします。

昨年、80 周年イベントとして行った『フラッグアート』を今年は
恩田川遊歩道、及び玉川学園大通りに飾ります。

南大谷中学校わき恩田川遊歩道 11 月 1 日〜11 月 15 日
玉川学園大通り街路灯
11 月 16 日〜11 月 30 日
（町内会、商店会、学校支援センター、読売新聞の記者の方々と、
まさに学校と地域の協働コラボレーションです）

一見の価値あり。

お誘いあわせの上、ご覧ください。

道路などにはみ出した樹木等の整備
ある地区会では、道路にはみ出した樹木が通行の妨げ・危険な状況
にあったというところから、町田市に依頼して一部の枝の伐採をし、
お互いに気をつけようという申し合わせをしたそうです。同様のこと
は、どこでもあり得ることです。より良い環境を保つヒントになると
考えてお知らせします。

