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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。 

 

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年度玉川学園地区総合防災訓練 近隣地域を合わせ約 1,500 人が参加！        -防犯防災部- 

平成２３年度玉川学園地区総合防災訓練は、9/11 の南大谷中学校(第８地区参加)と 9/25 の成瀬台小学校(第６

地区参加)の訓練で無事終了しました。 

3 日間とも、それぞれ地域により微妙に訓練内容は異なりますが、概ね①消火器による水の放射、②三角巾・包

帯や AED 等の使用方法(救命･救助訓練)、③お子様を中心としたはしご車の試乗、④大勢の参加者による、バケ

ツリレー、⑤地元消防団による救出・障害物除去活動や消防車輌による放水実演、⑥非常食のアルファー米配給

……等が行われました。  また、今回の訓練参加者は、左記のとおり玉川学園地区のみでは、657 名ですが、

近隣地区の南大谷と成瀬台の玉川学園地域外の参加者を加えると、実に約 1,500 名位の方が参加をされたこと

になります。 これから何時起きるか分からない、万一の震災に備え、この訓練に皆様の率先した参加をお薦め

いたします。 

 

住みよい防災と福祉のまちづくりに取り組む西宮市を訪ねて  町田市町内会自治会連合会会長研修会に参加して 
9 月 14 日・15 日に、西宮市を訪ね、阪神大震災の経験を経て構築された防災体制と、9 地区 33 分区（地区社協）で構成された地域の社会福

祉活動を視察しました。 西宮市は、人口 48 万人（町田市 42 万人）、面積 100 平方 km（町田市 71 平方 km）と、町田市よりやや大きめの

市ですが、防災体制、地域福祉活動には特に力を入れており参考になる市でした。 

防災を考えるに当たり、災害を気象災害だけでなく、市民生活に影響を及ぼす危機（新型インフルエンザ、情報セキュリティー等々）を念頭に、

マニュアル作成し、災害発生時に、市職員が即座に対応できる体制作りを進めているのが印象的でした。 

地区社会福祉活動についても、平成 22 年度に各社会福祉協議会が、見回り、相談、助け合い活動、交流活動を、ボランティア登録（2,402 人）、

派遣（個別支援 1,385 回、施設・団体支援 5,459 回）実施によって行い、きめ細かい支援活動を通して地域の福祉ニーズに応えていることが見受

けられました。少子高齢化の進んでいる玉川学園地域でも、防災対応、地域福祉ニーズには、積極的に取り組んでいますが、先例を参考に、さらに

進んだ体制構築に努めたいと思います。 

  『敬老会』が開催されました！                        -高齢者部- 

 9 月 19 日（月）敬老の日に町田第五小学校体育館において開催いたしました敬老会は、台風の接近によ

る雨天を心配しましたが、幸い晴天に恵まれ 145 名の皆様のご参加をいただき、盛会の内に無事終了する

ことが出来ました。 

 今年度は、町五小ブラスバンドクラブの演奏に加え、アンサンブル・ギターシャッフルの皆さんにご出演

いただき、ギター・マンドリン・マンドラ等多彩な楽器の演奏により、懐かしのメロディーの数々を堪能し

ていただきました。 

 敬老会開催に際し、町五小の先生方、ボーイスカウトそれに町内会役員の皆様には多大なご支援をいただ

きました。心より感謝申し上げます。 

文化部主催の講演会を開催しました              -文化部- 

9 月 10 日（土）新潮社 常務取締役 石井 昴氏を講師に迎えて、「ベストセラーの秘訣」と題して文化部

主催の講演会をさくらんぼホールで開催しました。135 名の来場者があり、会場はほぼ満席の大盛況でした。 

講師は「バカの壁」、「国家の品格」、「武士の家計簿」その他数々のベストセラーを手がけた方ですが、“本が

売れるかどうかのキメテはタイトルと帯文であると強調された。 内容をコンパクトに表現するタイトルこ

そ重要で帯文が補うのです。  

パンチ力のあるタイトルが読者の心に強く訴え、魅了することである。“と彼は言う。 

来場者は、一般に中々わからない出版界、そして取材のウラ話、エピソード等 興味ある事柄やユーモア

を交えての話に大満足したようでした。 

 

  駐輪・駐車秩序正常化キャンペーンに参加ありがとうございました 

９月 28 日（水）・29 日(木)の二日間に亘り、恒例となりました『秋の駐輪・駐車正常化キャンペーン』が行われました。 

地域の町内会、自治会、 学校、商店会、熟年クラブなどから、延べ３８0 名の方々が、駅の北側と南側で、なごやかな交流を楽し 

まれながら参加されました。 

 資源回収の報告  -環境部- 

9 月の回収は 107.5 ﾄﾝでした 

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  

 10 月定例幹事会(10/4)報告 -総務部- 

 下記の審議事項が承認されました 

1.町内会日帰りバス旅行 

 

その他、資源回収集積所の資源物の抜き取り問題

などについて意見交換がありました。 

以上   

201１年度 No.7 (10 月号) 

参加者内訳 

月・日 地  域 参加人員 

 

 

8/27 

玉川学園町内会 ４２０名 

近隣自治会 ４７名 

玉川大学学生 ６名 

消防署・消防団 １７名 

小計 ４９０名 

9/11 南大谷(第８地区) ８７名 

9/25 成瀬台(第６地区) ８０名 

 小計 １６７名 

 合計 ６５７名 

 

広報部よりお知らせ 

 寒露も過ぎ、ようやく秋本番。  

今月号は、記事・お知らせが盛りだ

くさんです。 また、多くの場所で、

色々な行事が開催されます。 

たっぷり『秋』を満喫しましょう！ 
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「この地の水害は大丈夫でしょうか。」 

この秋の台風１５号は日本を縦断して大変な水害をもたら

しました。 

かつて、玉川学園校門、池、踏切付近は大雨が降れば洪水にな

りしばしば通行できなかったことの記憶をお持ちの方も多い

のではないでしょうか。 

そこで、町田市上下水道部工務課を訪ね確かめてみたところ、

４丁目と５丁目境界道路から駅北側通り１丁目までの地下６

～８メートルの深さに、太さ 1.8 メートルの下水管が埋設さ

れているので、時間雨量が６０ミリを超えない限りは大丈夫で

しょうということでした。 

玉川学園地区は大きな河川がないので水害の心配はありま

せんが、窪地であるだけにこの下水管排水の能力を超える異常

雨がないことを祈るばかりです。 

 

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。 

 
フラッグアート、今後の展示予定     総務部 

写真の９月、恩田川遊歩道の南大谷中学校のフラッグアートは皆様に

親しまれました。 

今年は小学校でもフラッグアートを作りました。一緒に展示します。

皆様ぜひご覧ください。 

玉川学園商店街 

 11 月 １日～15 日  

 町五小ワークショップ、  

竹の子教室作品 40 枚 

恩田川遊歩道 

   12 月１日～31 日  

南大谷中, 南大谷小作品  

                         60 枚  

玉川学園商店街  

 1 月 16 日～31 日  

南大谷中、町五小、 

南大谷小 作品 100 枚 

 

史上最高の 170 名で 秋の健康ウオーキング   -成人部- 

 10 月 10 日(月)の体育の日に玉川学園地区町内会自治会連合会(玉連)

主催の『秋の健康ウオーキング』が実施されました。 

朝 9 時 30 分、鶴川駅北口に集合した約 170 名は、一路、目的地の寺

家のふるさと村(横浜市青葉区寺家町)に向かってスタート。 途中、名

刹として知られる高蔵寺、妙福寺に立ち寄ったあと、林間の一本道を通

り、12 時までには全員目的地に到着しました。 

鴨志田公園での昼食後、玉川学園

への帰途につきましたが、疲れた

人や、用事のある人たちは、鴨志

田公園、緑山中央公園から玉連が

用意したマイクロバスで帰ったも

のの、残りの 140 名以上の人は

ゴールまで合計 11KM を歩き通

しました。  

 色づいた柿の実や満開のコスモスなど、秋の風情を満喫した楽しい 

ウオーキングでした。 

 

 恒例の玉川学園文化センターまつりにご参加ください 

 今年は絵画、写真、書道、俳句、短歌や、福祉など 24 の団体の日頃

の活動の展示が中心ですが、町五小児童の作品展示に喫茶、野菜販売も

加わります。どうぞお楽しみください。 
１１月１2日（土）10 時～17時 

１3 日（日）10時～16時 
24 のサークルなどの、名称・活動内容は、各戸配布のチラシをご覧ください。 

(問い合わせなどは同文化センターまで） 

 

玉ちゃんバス南ルートの開設時期が少し先に延びます 

開設をお待ちの皆様には残念なお知らせですが、南ルートの開設時期

が少し先に延びることになりました。 

南ルートは、既往の北、東ルートと計画の当初から地元住民の意向を

受けた 3 点セットとして開設に向けて努力を重ねてきましたが、予定ル

ートの交通量が増えてきていることもあり、交通安全を第一に、両面交

通車道の両脇の歩道幅が確保できるよう計画に万全を期す、道路幅確保

工事手続きのため、南ルートの開設時期が予定の時期を越えて先に延び

ることになります。 

少し時間がかかりますが、ご理解。ご寛容のほどお願い申し上げます。 

町内会事務所お休みのお知らせ 

平成 23 年 11 月 1 日(火) は 幹事研修会のため、 

町内会事務所は お休みになります。                        

 

資源物の不正回収を防止しましょう。        -環境部- 

 早朝などに、大興資源（委託業者）

以外のトラックによる、新聞・雑誌

等の資源物を中心に、不正な持ち去

り（抜き取り）が頻繁に目撃されま

す。集積所の資源物は玉川学園町内

会の財産ですから、抜き取りは犯罪

です。チェックしましょう。 

 

 1.警告シール(付図)を作成しましたので、目撃地点の集積所に貼付するのにご協    

力ください。(町内会の看板にセロテープなどで貼ってください。） 

 2.委託業者による回収は、９時からですので、７時半前には出さずに人通りの多 

くなる時間帯に排出することをお勧めします。 

 3 見かけたら、事務所に集積所番号と、車両番号・特徴などファックス下さい。

（春日部ナンバーのトラックが良く通報されます。） 証拠写真も有効かも知れ

ません。 

 4.直接注意などするとトラブルになることもありますのでご注意ください。   

違反広告物の撤去 

 「きれいなまち」の環境を守るために、放置状態にある「はり紙、は

り札等、広告旗、立て看板等」は、撤去（除却と言います）しましょう。

玉川学園町内会では８地区に各１名の「違反広告等除却員」を委嘱して

います。はり紙は集めたら燃えるゴミとして処分できますが、「札、旗、

看板等」は証拠として残す必要がありますので、除却員または町内会事

務所にお知らせください。 

 特に各地区での防災・環境パトロールの折などに注意して下さい。 

１０月は、除却の強化月間として活動しましょう（東京都、町田市とも

連携しています）。 

 団体等の表現の自由としての表示物、公益・非営利の通知等は対象と

はなりません。 

 

環境部の活動 

☆ 環境部は、特に役員の皆さんのご協力を得て、非会員を含めた地域

住民が１年間使える「特別指定団体用の資源とごみの収集カレンダ

ー」を配布しました。ご愛用下さい。（万一、未受領の方は事務所

までご連絡ください。☎ 725-0438） 

☆ １０月２日（日）は、町田エコフェスタ 2011 の運営に協力しま

した。玉川学園地区からは、玉川大学も含めて数団体が参加し、

17,000 人が集まりました。 

 

 

“フラッグアートは平成２３年度町田市「つながり

ひろがる地域支援事業」対象事業です ” 

赤い羽根共同募金に \100,000.-.寄付します 

資源回収収益金から一括して 玉川学園町内会として 

寄付をしています。 

これからも資源回収にご協力ください。 

 

 

 


