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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。 
町内会だより  

玉川学園町内会 
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 

   平成 23 年度定期総会が開催されました  

平成 23 年 4 月 24 日(日)午後 1 時より さくらんぼホールにて、

会員 210 名余が出席して、定期総会が行われました。 

 全ての議題・会計監査の選出が承認されました。今年度から実施の

資源回収特別指定団体への移行についてや、東日本大震災の義援金に

ついても話題になりました。 今年度は、役員、幹事の改選はなく、

会計監査のみの選出が行われました。 

 詳細については 5 月末発行予定の『たまがわがくえん町内会広報

118 号』をご覧ください。 

新会計監査は 豊吉 重充（東玉川学園 1 丁目）さん 並びに 

伊藤  厚（玉川学園７丁目区）さんです。 

新年度がはじまりました    

会費と消防協力費の徴収にご協力ください 

支部長さん、班長さんが集金にお伺いします 

 

町内会加入のお誘い 

ご近所に引っ越して来られた方がいらっしゃいましたら、お勧めください。 

町内会に入っておられない方にもお勧めください。 

ご入会のおすすめ、町内会のしおり等資料は町内会事務所にあります。 

 

東日本大震災義援金 

町内会は、東日本大震災義援金として 500 万円

を 4 月 12 日、町田市長を訪ね、日本赤十字社

へ委ねました。 

尚、この義援金は 

資源回収収益金から 

拠出されます。 

春の健康ウォーキングが中止になりました                  -成人部- 

このたびの東日本大震災とそれに伴う福島原発事故に関しまして、連日心痛む報道がなされています。 

つきましてはこの未曽有の大惨事に鑑み、去る 3 月 26 日に予定していました健康づくりウォーキングは中止させていただきました。 

４月からの資源回収が新体制で実施されています            -環境部-                

 

 

 

 

 

 
資源回収の報告  -環境部- 

３月の回収は 51.9 ﾄﾝ（対前年比 98.5％） 

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 

または大興資源 

 ０４５－９２９－４８１３ 

 ４月定例幹事会(４/５)報告 -総務部- 

 下記の審議事項が承認されました 

１．源集積所看板たての制作 

２．掲示板設置の件 

３．平成 23 年度地区社協拠出金 

４．東日本大震災義援金 

              以上  

広報部よりお知らせ 

本年度は、今まで、なかなか進

まなかったホームページの更新と

充実をすることを心がける所存で

おります。  

皆様に有効活用できるものにす

るため頑張ります。 

201１年度 No.1 (４月号) 

裏面も各種の案内・お知らせがあります。                         ＊一部ずつお取りください。 

総会の主要議案 
◎ 議 題 

・ 平成 22 年度 事業報告、決算報告 
会計監査報告 

・ 平成 23 年度 「方針と活動の進め方」案 
        事業計画案、予算案 

会計監査の選出 
◎ 関係団体経過報告等 

・ 玉川学園地区町内会自治会連合会 
・ 玉川学園交通問題協議会・玉川学園コミュニティ 

バス推進委員会 
・ 玉川学園地区社会福祉協議会 
・ 玉川学園コスモス会館 
・ 玉川学園さくらんぼホール 
・ 玉川学園地区まちづくりの会・芝生の会 
・ 消防団第一分団第五部   

 
玉川学園地区の看板 

 
東玉川学園地区の看板 

町内会費 ：年間 2,000 円 

消防協力費：年間  460 円 

 

 町田市から資源回収特別指定団体として、念願の認定を受け、４月からの資源物回収を

週３回（これまでは１回）実施しています。２回分はこれまでの市の回収業者とは違った

業者（以前から、１回分の回収を委託してきた（有）大興資源）に委託しています。 

☆問い合わせは、こちらに 

 そのため（特にビン・缶類は初めての担当ということで）カゴの置き方や、回収のコー

スや時刻が変わっている地域があり、「まだ残っている。回収漏れ？」、「どうなっているの」

との電話をいただいたりしました。直接のご連絡は大興資源（045-929-4813）にお願

いします。その際には、集積所の番号（市の指定する番号と同じで、看板の下部に「玉学

5-035」のように書いてあります）を言っていただくのが正確です。もちろん責任は町内

会にあり、環境部が担当していますが、事務所（725-0438）の事務員はまだ仕組みを熟

知していませんので、返答を要するお問い合わせはファックス（同番号）でお願いします。

（メールアドレスをいただくと、やりとりが早いと思います。） 

町田市は、この資源物の回収にはタッチしていませんので、返答できません。 

                                 （裏面に続く） 



平成 23 年４月２６日発行 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防犯ニュース        ―防犯防災部― 

東日本大震災に乗じた犯罪情報 

・震災直後、通常の２倍あった自転車泥棒は、平年並みに戻りま

した。 

・オレオレ詐欺 

 従来のパターン（電話詐欺）に加え、「地震で電話が壊れ買い

換えたので、電話番号が変わった」 

 「放射能防護服を購入したので、代金を振り込んで」等とだま

すものや、 

 「日本赤十字」や「○○募金会」等実在の団体名をかたり、   

義援金を振り込ませるものまで現れました。 

・悪質商法 

「近所の誰々さん宅の屋根工事に入りますので、挨拶に伺いま

した。から始まり、今度の地震で瓦が落ちそうだとか、トタン

がめくれて飛びそうだとか、強風や雨漏りで家が駄目になると

か、不安をあおって契約を迫ります。 

一方で、高い木の枝の剪定や、雨樋の掃除をサービスでやり

ます等、口も上手で一見親切です。しかし、工事費は相場の数

倍で、人を見てふっかけるそうです。屋根に登ろうとしたり、

家の中を見たがったりしますが、屋根や家に上がらせずに直ぐ

に帰って貰うことが肝要です。」 

 
（町内会・会員の方から「ご近所の方が悪質商法の被害に遭い、イヤ

な思いをしていますので、これ以上被害者を出さないように」 とい

う主旨のメールを頂きました。皆さんも十分気を付けてください。） 

玉川学園地区まちづくりの会 「総会」のお知らせ  

５月２２日（日）さくらんぼホール  午後１時 30分～４時 30 分 

1部 シンポジウム          １時 30 分～ 

「地図から玉川学園の成り立ちを追う」 

2 部 総会・懇親会         2 時 40 分～ 

 22 年度活動報告・23年度活動計画など 

どなたでも参加を歓迎します。懇親会のみワンコイン 

（500 円程度）参加でお願いします。 

まちづくりの会は、常時会員を募集しています。 

お問い合わせ等連絡先 

まちづくりの会 代表 内田 TEL 042-729-3004 

まちづくりの会 事務局 清瀬 skiyose@gmail.com  

 

 

４月からの資源回収が新体制で実施  （表面からの続き） 

  

  東日本大震災    

玉川学園にもこの大震災の犠牲者がおられます。 

3 月 11 日に発生した東日本大震災で、震源から遠く離れた

都内でも 7 名の犠牲者が発生しました。そのうちのお一人が、

この町内会の会員さん(玉川学園 7 丁目)小林桂子さんで、千代

田区の九段会館の大ホール天井落下で犠牲になられました。 

 心よりお悔やみを申し上げます。 

 続く福島第一原子力発電所の爆発事故もあり、震災から一月

以上経過しても、その被害の全貌がみえない未曽有の災害とな

っております。 被災者の方々の生活が一刻も早く復興するよ

う祈願し、節電協力や、買いだめをしないよう心掛けましょう。 

（明日は我が身に降りかかる災難かも知れません！！） 

  ☆不正な回収 

 回収トラックの横には「資源リサイクルの会」と書いてあるのが大

興資源のトラックです（前後に大興資源とも書いてあります）。以前か

ら紛らわしい名前のトラックが早朝に資源物を持ち去ることがありま

すが、見かけましたら、トラックのナンバーを控えてお知らせ下さい。

この４月から、このような不正業者を罰する条例が出来ました。 

☆回収の実体 

 （有）大興資源は、地区・曜日によって差がありますが、古紙・古

布の回収に５台のトラックを使っています。ダンボールはかさばるた

め、プレスできるパッカー車を使っているので、ダンボールとその他

の資源物の回収が別になります。ビン・缶類は６台で回収しています。

（東玉川学園では、いずれも少数のトラックで、比較的短時間に終了

のようです。） 

☆気をつけてください。 

 ビンの中身は捨ててください。また、キャップは外してくださるよ

うにお願いします。 

 

資 源 物 玉川学園地域 東玉川学園地域 

古紙（新聞・雑誌・雑紙・    
紙パック・ダンボール） 
古布（古着・毛布） 

毎週 火・金 毎週 水・土 

ビン・缶類 

（アルミ・スチールとも） 
毎週 土 毎週 月 

 

☆その他のごみ類は市による収集です。 

 可燃物、不燃物は戸別収集です。ペットボトル、剪定枝や粗大ごみ

の収集などについては、これまで通りです。 

 有害物の回収は月に１回ですので、お気を付け下さい。乾電池とス

プレー缶は毎月 2 回目目のビン・缶収集日、ライター、水銀体温計、

蛍光管類は毎月４回目目のビン・缶収集日に、市の回収カゴに入れて

ください。 あわせてご理解とご協力をお願いします。 

☆紙ひもを差し上げます。 

古紙・ダンボールをまとめる紙ひもは、町内会事務所（725-0438）

で差し上げます。これは、会員でなくても対象となります。お知り合

いにお広めください。 お問い合わせなどは、町内会にお願いします。 

 

乳児ミルク用水の緊急配布 

3 月 23 日、｢町田の市水も放射能汚染！」のニュースが報じられ

た。 翌朝 6 時、第 4 地区では山本防災隊長の呼び掛けで防災倉

庫に備蓄中のミネラル水の配布が実施された。 

有志がマイクで呼び掛け、どこでも売り切れで困っていた母親に 

とても感謝された。残った水を、さくら保育園に寄贈したところ、 

｢大変助かった」と礼状まで頂いている 

 

 

4 丁目水路横スペースの活用について 

玉川学園 4 丁目(メゾン玉川横)の 

水路横のスペースが、有志により 

美しい花壇に生まれ変わっています。 

春夏秋冬の草花が咲き乱れること 

でしょう。是非一度ご覧ください。 
 


