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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。

玉川学園町内会

町内会だより
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役員研修会で日本銀行を見学

-総務部秋晴れの 11 月 1 日、町内会役員の幹事研修会を行い日本橋の日本銀行本店と貨幣博物館を見学しま
した。途中のバスの中で幹事会例会を済ませ、高速道路からスカイツリー、高層ビルなど東京の変貌を
見て浅草寺を経由、東京ドームホテルの後楽園飯店で昼食・懇親の会を持ちました。 日本銀行ではま
ず貨幣博物館に行き、歴史的・文化的価値の高い古金銀の展示を見学、次に重厚な石造りの日本銀行本
店に行きました。
金属探知機を通り中に入り、経済の仕組み日銀の役割のビデオを見て、昔の銀行営業スペース、総裁
室、会議室、最近まで使われていた巨大な地下金庫、歴代の日銀総裁の肖像画など明治時代のローマ風
の立派な建築物を見て丁寧な説明を聞き有意義な見学でした。 帰りのバスでは和気あいあいの懇談で
１８時前に玉川学園に無事帰着しました。

第 25 回

秋の子どもまつり

が開催されました

-秋の子どもまつり実行委員会・青少年部-

『オーバー・ザ・レインボー 〜知恵と 勇気と やさしさと〜』をテーマに、10 月 30 日（日）
町五小で、毎年恒例の秋の子どもまつりが、おこなわれました。 大勢の子ども達の参加者があり、
「昔の遊び」を担当した町内会の幹事の皆さんもてんてこ舞い！キッズエアロのオープニングで幕
を開け、エンディングには
今度はクリスマスだよ！！
みんなで歌をうたって、お
おいに盛り上がりました。
女の子にはお手玉やあやと
り、男の子にはベーゴマや
将棋が人気です。天気の良
い日でしたので、汗をかきながら、子供たちの遊び相手となっ
て過ごしました。子ども達から元気パワーをもらって、幹事の
皆さんもほんのちょっと若返って？身体も心が温かくなりま
した。また来年が楽しみです。

クリスマスコンサート（ハンドベル演奏）鑑賞のおしらせ
日 時 平成 23 年 12 月 24 日(土) 15：00 ～ 16：30
（開場
会 場 玉川学園中学年 講堂（正門から徒歩 15 分）
演 奏 玉川学園ハンドベルクワイア
指 揮 高橋 美千子 先生
曲 目 「クリスマスソング、時の流れに身を任せ」 他

-文化部-

14：30）

玉川学園ハンドベルクワイアによるハンドベル演奏は全国的にも有名で、各地からの演奏依頼も多く、大活躍中です。
当玉川学園のみなさんには、おなじみでよく知られているところですが、あらためてクリスマスイブに鑑賞するのも
格別で、素敵な雰囲気を味わえるものと思います。
帰路には、同学園構内の散策も可能です。学園の夜景を眺望できる絶好の機会と思います。
申込み：

12 月 15 日(木)まで

資源回収の報告

欄外の申込書にて町内会事務所郵便受けに投函、または
-環境部-

1１月定例幹事会(11/1)報告

広報部よりお知らせ
今年(来年？)の年賀状の文面が被災

10 月の回収は１０５．1 ﾄﾝでした

当日朝の 9 時までに出してください

1.回収カレンダー配布手数料

なくなっているとか。
。。
。

2.ハンドベル演奏鑑賞

でも、年賀状を書ける自分が健康でい

または大興資源 ０４５-９２９-４８１３

ることが一番だと思いませんか？

今回の幹事会は研修会の中での幹事会でした。

裏面も各種の案内・お知らせがあります。
クリスマスコンサート(ハンドベル演奏鑑賞)（12/２４）申込書
住

＊一部ずつお取りください。
12 月 15 日(木)までにお申し込みください

所

電

1
2
3

12/15(木)まで、玉川学園町内会事務所郵便受けに投函、または

-総務部-

下記の審議事項が承認されました

者への気持から、『おめでとう』では

問合せは町内会事務所

申込み者氏名

FAX（725-0438）願います。

FAX

725-0438 願います。

話
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『防犯勉強会』へお出かけください！

社協より・・・
仮称 <オトコも集まる会> 発足準備会参加のお誘い
ロカビリー世代も もうすぐリハビリ世代に近づいてきております
（笑）。 リハビリ世代になる前に、このまちに住む我々オトコどもが
集まれる場が欲しいという声があがっています。
そこで地区社協では＜オトコも集まる会＞を発足しようと計画してい
ます。

会発足に向け、まずはどんな企画があるか、準備会を開催したいと
思っています。
会の主旨に賛同して頂ける方、是非ご参加ください。

日時：平成２３年１２月４日（日）午後４時～６時
場所：玉川学園地区社協事務所（TOMO)・旧青木画廊
TEL&FAX：０４２− ８５０− ９９０８

玉川学園のクリスマス

呼びかけ人：高見澤 邦郎（７丁目）
、雨宮 正輝（７丁目）

８

予約なしに参加してくださって構いませんが
出来れば人数把握のため
に参加のメールを!!

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。

資源物は朝９時までに出してください

-環境部-

「資源とごみの収集カレンダー」の読み方
玉川学園町内会の会員がおられる地域にお住まいの方は、会員で
ない方も含めて、町田市から「玉川学園町内会」という枠組みで、
「町田市地域資源化特別指定団体」としての認定を受けています。
これに基づいて、１０月から皆さまに「資源とごみの収集カレン
ダー」を配布しました。
ところが、申し訳ないことに町田市に作成してもらったカレンダ
ーでしたので、町田市の通則に従って、毎ページに「資源とごみは、
収集当日の朝８時半までに出してください。」と書いてあり、皆さ
まからご指摘を受けました。各集積所の看板にあるとおり、玉川学
園町内会では資源物（古紙・古布・ビン・カンなど）の回収を委託
している業者（大興資源）との契約で、以前から朝９時からの回収
開始をお願いしています。ですから、カレンダー通りに「８時半ま
でに出す」のは問題ありませんが、資源物に関しては「９時までに」
と読み替えていただきます。
ただし、戸別回収対象の「燃やせるごみ、燃やせないごみ」は、
町内会で集めるものではありませんので、市の方式（８時半まで）
再び→犬、猫、
「糞害」に「憤慨」！！
に従って下さい。いずれの場合にも、回収ルートに依っては、時間
―通りの回収にはなりませんので、お含み下さい。
是非広報して欲しいとの声が再度 ―
「カレンダー」には絵が付いていて、一目で分かると好評です。
ただし「資源とごみ」の回収日だけが示されているのでなく、参考
再び→犬、猫、「糞害」に「憤慨」！！
情報も充実していますので、お楽しみください。

是非広報して欲しいとの声が再度

12 月の声を聞くと、どことなくクリスマスの雰囲気が高
まってきます。 玉川学園池のクリスマスツリーは今や小田
急沿線では有名になり、毎年観に来る人も絶えません。
昭和３０年頃までは、この地区はクリスマスイブの時、クリ
スマスキャロルが響きわたる住宅地として有名でした。夜の
９時ころになると小田急線路に沿っての南と北の稜線を二
班に別れた塾（寮）生キャロル隊が町田方面に進みます。そ
の歌声は稜線のエコーとなって星空に響きわたり見事なも
のでした。
多くの方がその雰囲気を味わいたいと言ってこの地に家を
移されたということです。
1950 年制作映画「窓から飛び出せ」
（香川京子デビュー作）
にはその光景が、学園の当時の風景と共に描かれています。
今となっては一昔前のノスタルジアですが。
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、

ktakamiz@nifty.com または masaame122@yahoo.co.jp

―

18:00～19:30

市内で発生している犯罪について、町田警察署から実際に起き
た事例を基に、どのような犯罪が起き、被害は何があったのか、
またその防止策はどのようにしたら良いのかについて「生の貴重
なお話」を伺います。
また高齢者を犯罪から守る防護策などについてのお話もあり
ます。 是非、皆様のご参加をお待ち致しております。

玉 川 学 園 豆 知 識

**************************************************
＜オトコも集まる会＞について
対象：このまち（玉川学園地区）に住むオトコ。
仕事人間でこのまちには寝に帰ってくるだけ!! という生
活を送られた方、この数年で そのような生活を終えようと
している方に是非参加して頂きたいと考えています。
内容：月一回くらい集まり、参加者ご自身の貴重な経験・体験や
趣味について講話をして頂き、そのあとビールなどを飲み
ながら懇談会を行っていきます。
目的：このような活動を通して、このまちに住むオトコのネット
ワークを作り上げ、地域に根ざした、人生の 2nd ステージ
を Enjoy していく。
***************************************************

日時；平成 2３年 11 月 28 日(土)
場所；さくらんぼホール

-防犯防災部-

―

その他の情報・問い合わせ先
・ごみの収集一般 →清掃事務所 ☎797-7111
・資源物の回収・未回収 →（有）大興資源 ☎045-929-4813
・家電ﾘｻｲｸﾙ・市では処理できないごみ→環境総務課 ☎797-7112
・おむつ専用袋、拠点回収→ごみ減量課 ☎797-0530
・ふれあい収集(高齢者等訪問収集)→清掃事務所☎797-7111
・生ごみ処理機とその補助制度→ごみ減量課 ☎797-0530
・集積所の新設・移動・廃止→清掃事務所 ☎797-7111
・リサイクル品の販売 →町田市シルバー人材ｾﾝﾀｰ ☎798-2134
（販売場所は町田リサイクル文化センターです）
これからの主な行事
平成 23 年 11 月 15 日(火)

支部長会(於：文化センター)

平成 23 年 11 月 28 日(土)

防犯勉強会(於：さくらんぼホール)

平成 23 年 12 月 17 日(土)

クリスマス会(於：さくらんぼホール)

平成 23 年 12 月 24 日(土)

ハンドベル演奏鑑賞（玉川学園・講堂）

平成 23 年 12 月 20 日～30 日

年末特別警戒パトロール

なお、12 月の支部長会はお休みです。

犬や猫の「糞害」に「憤慨」している方がいます！！
ペットの糞の始末は飼い主のマナーです。
誰もが気持よく住める きれいな『まち』 にしましょう。

