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春の健康づくりウォーキングのご案内

-成人部-

成人部では、今年度の健康づくりウォーキングとして恩田川沿いの桜並木の花見散策（成瀬の松村家の“しだれ桜”➞
総合体育館➞城山公園（昼食）➞“鞍掛けの松”➞かしの木山自然公園 の多少の坂道を含む約８ｋｍのコース）を企画
しましたので奮ってご参加ください。
開催日

平成 23 年

3 月 26 日（土）小雨決行

集合場所/時間

こすもす会館前
午前 10 時
玉川学園前駅南口
午前 9 時 45 分 （こすもす会館まで一緒に歩きます。）
参加費
無料 (飲み物と敷物は各自ご用意ください)
定員
約８５名
参加申し込み方法
3 月 7 日（月）から 3 月 11 日（金）までに町内会事務所でお申し込みください。
弁当引き換え券つきの「しおり」をお渡しします。
玉川学園地域にマンション開発計画など
中型開発計画が続いています。

地区社協委員会ができました。
町内会の地区社協関係の情報・問題を一括対応する窓口と
して地区社協委員会を設けました。

7 丁目 624 番１（敷地面積 1322 ㎡）、2 丁目 3945 番１

委員会のメンバーは、

（敷地面積 2277 ㎡）など、マンション開発計画が進んでい

副会長、常任幹事、地区長の計 12 名で、月例会を原則とし、

ます。前者(立入宅跡)は、2 年を超える近隣住民との話しあい

① 町内会として地区社協の情報や問題を一括検討する窓口

の後、市による調停を経て、近く工事着工に入ることになりま
した。後者(小津ﾏﾝｼｮﾝ跡)は、2 度の住民説明会で住民の声を織

となること。
② 地区社協に関して町内会役員・幹部のコンセンサス作り

り込んで、計画を進めています。
玉川学園地域は、緑と坂道の残る景観に恵まれた文教地区と

に寄与すること。
③ 地区社協に関して、町内会としての短期的な当面の課題、

しての住環境を維持するため、
「玉川学園地域まちづくり憲章」
と「建築並びに土地造成に関する申し合わせ事項」を、「玉川

中長期的な課題を検討して三役会に具申すること。

学園地区まちづくりの会」と提携して玉川学園地区町内会・自

を目的として町内会と地区社協とがうまく協働できるよう

治会連合会が作成して、市に提出し、地域での開発が、地域の

活動していきます。

住環境、景観と調和し、住民の声を尊重して行われるよう開発

総務部長と高齢者部長が事務局とな

り、地区社協組織と議事録などの情報交換、社会福祉情報

業者に伝えられています。今後とも、住みやすいまち、緑と景

収集検討、自由な意見交換をしながら進めてまいります。

観に富むまちの維持に努めたいものです。

玉ちゃんバス南ルートの実現に向けて
玉ちゃんバスは、当初から北ルート、東ルートとあわせて 3 点セットとして、7，8 丁目の南ルートの実現に向けて努力してきました

が、道路幅に狭いところがあること、道路の曲線部分が多いことなど安全性確保の課題対応を求められていることもあり、実現が先伸び
になっております。予定ルートの一部の道路整備工事（歩道、車道落差を解消してバスの安全運転を確保する）も 2 月中旬から３月中
旬に行われることになりました。
実現まで少し時間がかかりますが、今後も、厳しい課題条件をひとつひとつクリアーして実現に向け努力してまいります。

資源回収の報告

-環境部-

１月の回収は 41.9 ﾄﾝ（対前年比 98％）

当日朝の 9 時までに出してください
問合せは町内会事務所
または(有)大興資源

０４５−９２９−４８１３

裏面も各種の案内・お知らせがあります。

2 月定例幹事会(２/１)報告

広報部よりお知らせ
今年は花粉の飛散量が昨年の 10 倍とか。

花粉症の方は悲惨な結果にならぬよ
う対策はお済みですか?。

町内会

の各種の行事、活動が 10 倍楽しくな
るよう

奮って参加していただけれ

ばと思います。

-総務部-

下記の審議事項が承認されました

1.
2.
3.
4.
5.
6.

消防団第一分団新年会出席
防災倉庫備品購入の件
防犯パトロールグッズ
健康づくりウォーキング
資源回収通知・入会勧誘作成
紙ひも補填購入
以上

＊一部ずつお取りください。
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防犯ニュース
１月末に、東玉川学園で振り込め詐欺事件がありました。
息子を名乗る男から「株の損を返済するためお金が必要。銀行員
広報部よりお知らせ
が取りに行く。」との電話があり、その後、背広姿の銀行員を名乗
る男が名刺をもって現れたので、領収書と引き替えに現金を渡した
とのことです。今年に入ってから、町田市内の多数の高齢者宅に息
子を名乗る犯人から
・ 扁桃腺が腫れて声がおかしい
・ 携帯電話が故障して番号が変わった
・ 浮気して妊娠させてしまったから示談金が必要だ
と言ったウソの電話がかかってきています。
このような電話があったら、直ちに 110 番通報をお願いします。
警視庁では２月に「振り込め詐欺撲滅月間」を設定して、取り締
まりに あたりますが、会員の皆様も十分お気を付け下さい。

笑いでインフルエンザを吹っ飛ばそう！
今年もインフルエンザが猛威を振るうと言うことですが・・・

予防注射はお済みですか？
予防のための三つのポイントは：

1．予防注射

2．うがい

3．丁寧な手洗いです。

と同時に病気にかかりにくい免疫力が特に大切だと言
われています。またその免疫力には笑顔が関係あり、
情緒が豊かになるほど免疫力が高まるというのです。
科学的根拠のある研究だそうです。でも独りで笑って
いるのは気持ちが悪い。

一緒に笑える仲間を作りましょう！

平成 23 年度の総会に向けて準備が始まりました
定期総会は平成 23 年 4 月 24 日（日）13:00〜15:30 を予定
しています。 開催案内は次号（3 月号）でお知らせします。

資源回収の新体制は４月から

環境部

只今、各部にて
玉川学園町内会は、４月から、

１）平成 22 年度事業報告

町田市から資源回収特別指定団

２）平成 23 年度事業計画及び予算の取りまとめ中です。

体としての認定を受けて、一部の
また、会計監査の改選については

回収事業の運営を移管されます

各地区の選挙世話人を

中心に人選が始まります。

が、皆さまは従来どおりの方法と

立候補・推薦 よろしくお願いします。

曜日に資源物回収にご協力くだ
さい（ただしアルミ缶は従来の資
源回収日から、ビン・缶類の日に

芝生(しばお)の会からのお知らせです
■ 「ぼくらの川の昔･今･未来」 （少雨決行）
3 月 19 日(土) 13:00〜17:00 (第五小学校に集合)
4 丁目と 5 丁目の境にある水路を清掃して、歴史や
環境を勉強し、清流の復活を語り合います。子ども
もおとなもご参加を。

出していただくこととなります
＝下表をご覧ください）
。
町田市の回収車の代わりに、(有)大興資源の車が週３回の
回収に回ることになります。そのため回収時刻が、これまで
と変わることになると思いますが、ご理解のほどどうぞよろ
しくお願いします。

主催：芝生の会・まちご(ら・ぽルと)
協賛：玉川学園町内会・まちづくりの会・ころころ児童館

「町田さくらまつり・3 丁目はらっぱアートまつり」
3 月 27 日(日) 10:00〜16:00 (子ども広場＋さくら
んぼホール／雨天時：ワークショップは第五小学校)
玉大芸術部学生とのコラボでアートイベント、ふわふ
わ座による紙芝居、ものづくりワークショップ(20~30
ブースほどを予定)、子ども音楽隊、麿(まろ)さん＋ユ
ースストリングの演奏など、桜の花の下でアートと音
楽が展開されます。ふるまい甘酒、ほっとカルピスも
ありますよ。

■

資

源

物

玉川学園地域

古紙（新聞・雑誌・雑紙・

東玉川学園
地域

毎週

毎週

火・金

水・土

ビン・缶類

毎週

毎週

（アルミ・スチールとも）

土

月

紙パック・ダンボール）
・

古布（古着・毛布）

主催：さくらまつり実行委員会

なお、その他の

共催：芝生の会

の有害物、ペットボトル、剪定枝や粗大ごみの収集などにつ

共催：玉川学園町内会・まちづくりの会・ころ

ころ児童館・玉川学園商店会・南口商店会

■

「玉川学園地域のさくらのこれから」
3 月 27 日(日) 16:00〜18:00 (さくらんぼホール/さく
ら散策ツアーは 14:30 出発)

この地域のさくらの歴史や魅力、その維持保全に今
後どう取り組むべきかなどを熱く語り合います。散策
ツアーにも是非ご参加を。
主催：芝生の会・玉川学園まちづくりの会
協賛：玉川学園町内会

可燃物、不燃物の戸別収集や、乾電池など

いては、これまで通り、町田市による行政回収です。あわせ
てご理解とご協力をお願いします。

資源集積所の看板
新体制への移行に伴い、資源集積所の看板が各地区役員の
皆さまのご協力で新しくなります。お楽しみに！そして、集
積所周辺の皆さまにはその付設や管理について、さらにご理
解とご協力をお願いします。

