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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。
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地区社会福祉協議会の総会が開かれました

玉川学園地区町内会自治会連合会の総会は、5 月 18 日に、さくらんぼホールで開催されました。

『玉川学園地域は一つ』を合言葉に、町内会・自治会は常に一体となって、地域の課題の協議、解決への努力や、会員相
互の親睦を深める活動を通じて、心の通い合う住みよいまち、安心して暮らせるまちを目指して、地域コミュニティの活
性化を推進する ための事業が展開されることになります。
地区社会福祉協議会の総会は、5 月 15 日に、さくらんぼホールで開催されました。

『誰でもが、いつでも、助けて』と言える地域を目指して、玉川学園地区社会福祉協議会が発足し、昨年の活動の中
で見えてきた福祉課題の解決に向けて、検討、整理し、明確にします。そして自分たちの地域を自分たちで創っていく
ことを推進します。さらに地区社会福祉協議会自主財源の確保について検討していきます。
これらの会の活動を推進するため、みなさん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25日・26日の二日間に亘り、恒例となりました春の駐輪・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団体の延べ4０９名の皆さんの参加協力をいただきました。
生憎の天候の日もありましたが、年々違法駐輪・駐車も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28日・29日）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）
開催時期になりましたら改めてご案内いたしますが、現時点でのおおよその計画をお知らせします。
６月 リサイクル施設見学会(29)
９月 講演会(10)
敬老会(19)
10月 地区連合会主催ウォーキング
２月 餅つき体験会

各地区自主防災隊長紹介

７月 防災体験学習(9)
８月 総合防災訓練(27)
駐輪・駐車秩序正常化キャンペーン(28・29)
11月 日帰りバス旅行
１２月 クリスマスの集い
3月 健康づくりウォーキング
４月 定期総会

-防犯防災部-

みんなで FC 町田ゼルビアを応援に行こう！

去る 5 月２９日の防災委員会で、各地区の自主防災隊の
隊長さんが選出されました。
第 1 地区：種市 邦朗
第２地区：保科
敏
第 3 地区：佐光 興亜
第４地区：山本 二朗
第 5 地区：平野 友治
第６地区：田中 勝英
第 7 地区：津田
勝
第８地区：下山 洋一
（敬称略）
夏の総合防災訓練に向けての各地区での活動が始まります。

イベント予告

次号で
詳しく説明します

(於 ５小

2011.7.2(土)

MIO びわこ草津

16:00 kick off(試合前イベントあり)

会場：町田市立陸上競技場(野津田競技場)
バックスタンド AA 席を 前売特別価格にて
大人
¥1,500 → ¥800
小･中･高
¥1,000 → ¥600
町内会事務所にて現金引換えで入手できます

☆資源物の排出時刻（９時まで）をお守りください。

-環境部-

回収委託業者には、午前９時に回収開始をお願いしていますが、地域によって、
また品目によって、時刻がずれることがあります。９時以降に残っている場合にも、
追加排出をしないようにして下さい。その場合は次回に排出をお願いします。

９月１９日（祝）
敬老会

FC 町田ゼルビア vs

体育館）

資源回収の報告

未回収の場合の連絡は大興資源（045-929-4813）に、しくみについてのご意
見・要望などは町内会（042-725-0438）環境部までお願いします。
-環境部-

6 月定例幹事会(6/7)報告

広報部よりお知らせ

5 月の回収は 116.6 ﾄﾝ（対前年比 241.4％）

我が家では、夏の節電の方法のひ

当日朝の 9 時までに出してください

とつとして、ゴーヤの緑のカーテ
ンを育てることにしました。

駅

問合せは町内会事務所

前の通りも、商店会が設置してい

または大興資源 ０４５-９２９-４８１３

ます。皆さんはどうしてますか？

裏面も各種の案内・お知らせがあります。

-総務部-

下記の審議事項が承認されました
１．防災体験学習の実施について
（7/9. 池袋防災館）
２．文化部講演会（9/10）
３．支部長研修会について
以上

＊一部ずつお取りください。
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防犯防災ニュース

環境部から色々のおしらせ

―防犯防災部―

「木造住宅耐震相談会」のご案内
７月６日（水）14:00〜16:00 玉川学園文化センター
問い合わせ先：町田市都市づくり部住宅課 Tel:042-709-0579
昭和５６年５月３１日以前に着工した木造住宅に対し、 耐震診断

☆資源物の回収量が２．５倍に
資源物回収新体制により、４月、５月の回収量で見ると、前
年比約２．５倍になっています。週１回の回収から３回に増
えたので、当然の結果ではありますが、皆さまのご協力に感
謝致します。

を無償で行い、その結果、必要に応じて、改修設計、改修工事等の費
用を上限 10〜70 万円まで助成するとの事です。

「家具転倒防止器具の無償配布」のご案内
問い合わせ先；町田市防災安全課 Tel:042-724-3218
この器具無償配布事業は今年が最終年度です。高齢者、障害者世帯
は器具取り付けも無償です。早めに申し込んでください。
近年発生した大地震で、ケガをした原因を調べると、家具の転倒や
落下によるものが、30〜50％と最も多くなっています。 家庭内で
ケガをしないよう、家具転倒防止器具を取り付けましょう。

☆リサイクル施設見学会
定員をオーバーしましたので、申し訳ありませんでしたが、
参加経験者などを中心にお断りさせていただきました。今後
も懲りずに環境部のイベントにご理解を！
☆環境委員会
各支部から選ばれた委員などで６月１日に開催しました。環
境部の仕事、善意の傘、憩いの椅子、エコフェスタ（下記）
など、申し合わせました。新しい委員の皆さんにも張り切っ
ていただけたと思います。会員の皆さまもアイデアをお寄せ
下さい。
☆町田エコフェスタ 2011

大震災のボランティアに参加しました！
南大谷小学校オヤジの会では、5/1〜5/4 に町内会より資材・機
材の支援を受け、
宮城県気仙沼市にて、
被災された方々のお手伝い等、
支援活動をしました。 ニュースでは伝わらない現実を目のあたりに
見て、一日も早い復興をと、強く感じました。
また、避難所リーダーの話で、
「避難所の運営は、日頃の住民間の
コミュニティガ大切」と、強く感じました。 今回の支援は、ほんの
僅かで、復興への道は長い道程ですが、微力ながら今後も出来る限り
復興支援を続けたいと思っています。
第 8 地区自主防災隊長 下山 洋一
ある匿名の方から
玉川学園の美しい桜も終わり、新緑の季節となりました。
3 月 11 日の震災を受けて、今までの生活を反省し、節電等をして一人一人が又、より
心豊な日本にしなければならない・・・・と感じてる今日この頃です。
何か町内会でもしてほしいと願っておりましたが、町内会だよりで資源回収収益金

町田市では「ごみフェスタ」の 20 年目を機に「エコフェス
タ」として、開催します。10 月２日（日）にリサイクル文化
センターを主な会場として各種展示や発表、フリーマーケッ
トなどが計画されています。ふるってご参加下さい。詳細は
後日に連絡します。
☆善意の傘
玉川学園前駅には善意の傘が置かれています。管理について
は環境委員にもお願いしましたが、使用後の返却、使用不能
の傘の処分などについては、会員の皆さまのご協力をお願い
します。
☆紙ひもを差し上げます。
古紙・ダンボールなど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。会員には個別
に対応していますが、支部単位などの集団配布もご相談に応
じています。
お問い合わせなどは、町内会事務所にお願いします。

から 500 万円の義援金を送ったとのお知らせを読み、大変嬉しく思いました。
日頃の私達とボランティアの方々との

コツコツ貯めていったものが

こんなこと

でお役に立つことができてうれしいです。

商店会の

夏祭りの開催日が決まりました

ますますの町内会のご発展を祈り、一言感謝まで。

恒例の、にぎやかな催しを、お子さん、お孫さんと楽しめる夏祭
りの季節が近づきました。
ガードレールに囲まれた「欅」
駅から玉川学園正門に至る桜、今年も８０年ちかくの老樹な
がらも花をつけよく頑張ってくれました。昭和４年、玉川学園

玉川学園豆知識

ｃ

開設と同時に駅が出来、玉川学園職員と学生によって、植えら
れたものです。 数は少なくなりましたが、学園内にはこうし

日時は次の通りです。大いにお楽しみ下さい。
玉川学園商店会夏祭り（駅の北側商店街）
7 月 29 日（金）、30 日（土）各 18：00〜
玉川学園南口商店会夏祭り（駅の南側商店街）
8 月 5 日（金）、6 日（土）各 18：00〜

た樹木が大木となって残っています。
駅北側の欅もその一本です。この欅には、学園卒業生の秘話が
残されています。当時、学生達があちこち植樹を終えて帰ろう
としたら一本欅の苗が残っていました。「持って帰ると叱られ
るかもしれない、それじゃこの辺にでも…」ということで植え

３

たものだと。 時が経ち、駅前道路拡張の時、この欅を切るべ
きか、残すべきかで大論争になり、今日見るようにガードレー
ルに囲まれて現存するのです。
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。

地域の身近な相談窓口は
町田市町田第３高齢者支援センター

０４２−７１０−３３７８
特定非営利活動法人

桜実会（玉川学園高齢者在宅サービスセンター）

０４２−７１０−３３７０
町内会事務所ではありませんのでご注意ください

