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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 

秋深まる上州路へ 95 名でバス旅行                             -成人部- 
今年の「日帰りバス旅行」は上州(群馬県)の伊香保温泉・榛名湖。 11 月 7 日午前 7 時、総勢 95

名を乗せた大型観光バス(ガイド付き)２台は、都民銀行前を出発し、一路、関越道を北進して、午前
10 時半には伊香保に到着。 昼食にはまだ早いため、上州物産館という店に立ち寄り、舞茸、椎茸な
どの上州土産の買い物を楽しんだあと、まずは目的地の温泉ホテルへ。 大広間で各自、自分専用の膳
で昼食を楽しんだあとに入浴。 少し熱めの湯でしたが、早や秋の気配が濃厚な伊香保では、入浴後の
ひんやりとした感じが最高でした。 伊香保温泉は古くから知られた上州の名湯ですが、なんと言って
も有名なのは石段街。 下から頂上の伊香保神社までは 300 段以上ありますが、左右は土産物店や飲
食店が軒を連ね、射的屋や足湯など温泉街ならではの光景も楽しめました。 散歩後は、往年の大女優、
高峰三枝子のヒット曲「湖畔の宿」の舞台にもなった榛名湖へ。 富士山によく似た榛名富士は、残念
ながら今年は暑かったため、全山紅葉というわけにはいかなかったものの、深まる秋の気配を満喫しな
がら湖畔を散策。 帰路は吾妻渓谷を回って、再び関越道から圏央道、中央道を経て予定どおり午後 7
時半には出発点の都民銀行前に無事帰ってきた。 400 キロ近いバスツアーでしたが、一人の病人、
けが人もなく、全員お宅へ帰られたのは何よりでした。 

地域活動功労者として金子哲也さんが市長から表彰されました 
日頃から、地域のためにボランティアとして黙々と継続的に社会奉仕活動をされている東玉川学園の金子

哲也さんが、11 月 16 日、町田市長から、市の感謝状を受けられました。 

金子さんは、町内会の防犯パトロールや通学路の危険箇所点検には欠かさず積極的に参加されるだけでは

なく、平成 15 年から毎日、成瀬台小学校児童の登校・下校時に、朝の登校時は松風公園前付近、下校時は

１～２年生を対象に成瀬台 3 丁目信号付近を活動対象に、交差点に立ち児童の安全指導を行って来られま

した。 児童からは、自分たちを守るおじいちゃんとして親しまれ、毎年児童集会に招かれ手作りの感謝状

を贈呈されています。 

玉川学園地区市政懇談会が開かれました 

11 月 10 日（木）に、さくらんぼホールで、市長ほか市の部長など 14 名と、地域の町内会、自治会、ＮＰＯ，まちづくり、福祉活動

団体の代表など 82 名が参加して、玉川学園地区市政懇談会が開催されました。 

第 1 部では、地域要望事項及び地域活動報告として １．玉川学園中心部の環境整備について ２．住みよい福祉のまちづくりの充実につ

いて ３．防災に取り組むまちづくりについて ４．地域が実践する防災訓練の報告に対して、市からの丁寧な回答がありました。 

また、地域が実践する防災訓練のスライドつき報告も活動が具体的で好評でした。 第 2 部で市長より市政の現況と「まちづくり未来プ

ラン」作成についての温かい説明がありました。 
防犯勉強会 振り込め詐欺が多発!ご注意を-防犯防災部- 

11 月 28 日(月)さくらんぼホールで、町田警察署生活安全課

および玉川学園と玉林台駐在所の警察官 4 人をお招きして、

当地域の犯罪状況をお聞きしました。主な内容とその防止策は 

1. 空き巣や泥棒 

玄関扉や各部屋の施錠は外出時は無論のこと、在宅時(家族が

居間等の一室に集結している場合)においても、確認をするこ

と。二重鍵や補助錠は効果的です。 

2. ひったくり（歩行時や自転車） 

歩行時にはカバンは家側(道路と反対側)に持ち、自転車の荷物

カゴには防護網を掛ける。 後ろから、バイク(自転車)が接近

したら、注意(用心)する。 

3. 振り込め詐欺 

警視庁管内の警察署で当市は、「振り込め詐欺のﾜｰｽﾄ No.1 で

す。」誰もが、自分だけは大丈夫との油断は大敵です。 何か

おかしいと思ったら、迷いなく「TEL110 番」を….. 

4. 万引き 

最近、高齢者の、万引きが多く発生しています。 つい出来

心で……と言っても万引きは立派な犯罪です。 

 

特別年末防犯パトロール            -防犯防災部- 

地区 実施日 集合時間 集合場所(支部) 

第 1 地区 12 月 26 日(月) 18 時～ 玉園台児童遊園 

第 2 地区 12 月 21 日(水) 21 時～ 都民銀行（月見ヶ丘 A） 

  12 月 21 日(水) 19 時～ 赤川宅前（月見ヶ丘 B） 

  12 月 21 日(水) 19 時～ 小原宅前（桜ヶ丘 A・B） 

  12 月 26 日(月) 19 時～ 桜幼稚園ベンチ横（紅葉ヶ丘） 

  12 月 28 日(水) 19 時～ 上野宅前（桜ヶ丘 C） 

第 3 地区 12 月 26 日(月) 19 時～ ３丁目児童公園 

第 4 地区 12 月 28 日(水) 18 時～ 第４防災倉庫 

第 5 地区 12 月 25 日(日) 19 時～ なかよし公園内防災倉庫 

第 6 地区 12 月 28 日(水) 19 時～ 東急台入口バス停 

第 7 地区 12 月 26 日(月) 19 時～ ７丁目児童公園 

第 8 地区 12 月 25 日(日) 19 時～ 無窮会坂上 坂井宅脇 

恒例の年末パトロールが実施されます。どなたでも参加できます。 ご近所の
皆様お誘い合わせの上、ご参加をお待ちしております(お子様の参加歓迎)。 
 日程については各地区毎に異なりますが、下記の通りです。 

 

 資源回収の報告  -環境部- 

11 月の回収は 99．6 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  

 12 月定例幹事会(12/6)報告-総務部- 

 下記の審議事項が承認されました 

1. 事務所電気ポット購入の件 

2. 幹事研修会 費用超過分 

3. 災害時地域住民連絡網の構築について 

4. 広報 118 号発行費用の件 

 

201１年度 No.9 (12 月号) 

 

 

広報部よりお知らせ  

 今年は、震災、原発事故、円高、ギ

リシャの破綻など、激動・激変の年で

した。  

来年は 落ちついた穏やかな年に

なることを祈りつつ、今年最終号をお

届けします。 
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 玉川学園地区社会福祉協議会講演会のご案内 
「だれでもいつでも、助けてと言えるまち」をめざして」 
玉川学園地域は高齢者比率２８％のまちです。 
「地域でできることは地域で」と、昨年 5 月地区社協を立ち上げ活

動を開始しております。地域の課題と活動をテーマに下記講演会、グ

ループ懇談会を開催しますので皆様のご参加をお待ちします。 

１、 日時 2012 年 1 月 21 日（土）13；30～16；00 
・第 1 部 講演  13；35～14；35 
・第 2 部 グループ懇談会及び発表、講評、今後の活動について 

２、 会場 さくらんぼホール 
３、 講師 小野敏明田園調布大学教授 
４、 演題 「地域の課題と地区社協の活動」 

資源物の不正回収(抜き取り)に対する対応について-環境部- 

 会員を中心とする地域住民の皆さんのご協力で、週３回の資源物回

収は順調のうちに進み、毎月 100 トン以上の回収量になっています。

ところが１０月号でもお知らせしたとおり、最近は資源物の不正な持

ち去り(抜き取り)が頻繁で、会員からの通報も度々いただいています。 

 町内会でも「警告シール」を貼って予防に努めていますが、十分な

効果ではなく、一層のご協力をお願い致します。 

 町内会で回収を委託している（有）大興資源のトラックには、不正

回収車と区別しやすいように、車の前部に黒地に緑のボードに黄色の

文字で「資源集団回収実施中・大興資源」と大書した看板を付けるよ

うにしてもらいました。 

 不正回収車は、会員からの情報に、町田市ごみ減量課や清掃事務所

の情報を加えると、下記のものがあるようです。 

春日部 400−た ６１－４０   水戸 400−ち １８−４１ 

春日部 400   ８６―５７   横浜 400   ６０−６２ 

春日部 100−す ９６−５０ 

 これらの回収車を見かけたら、指をさして「シッ シッ」と追い払

う仕草をするのはどうでしょうか。 

 （直接掛け合うことは危険を伴う恐れがありますから、やらないよ

うにして下さい。）   

 どの位置で抜き取りがあったかの情報を、もう一歩詳しくお知らせ

ください。大事なのは、集積所の看板の下方に「玉学○—○○○」、「東

玉学○—○○○」という固有の番号がついていますので、この番号を町

内会事務所にお知らせいただくことです。（これらの集積所には「警

告シール」を貼りましょう。） 

 いくつかの自治会などでは、早朝パトロールを行って、防止効果を

得ているところがあると言うことです。パトロールもなかなかしんど

い作業と思いますが、住民の自衛の意思を見える形にしていくのは重

要なことでしょう。折をみて協力の提案をすることも考えたいところ

です。 

  大興資源では、１２月の火曜と金曜の２日間にわたって、試行的

に経常の回収の前に、早朝に見回りを兼ねて、一回りしてもらうこと

をやってみてもらいます。（朝９時からの回収も行います。） 

 

町 内 会 事 務 所 休 業 のお知 らせ 

平成 23 年 12 月 22 日（木）～平成 24 年 1 月 6 日（金）まで 

年末年始の休業になります。  

 業務開始は 平成 24 年 1 月 10 日（火）からとなります。 

東北地震被災地への冬季物資などの支援について（ご案内） 

３月の東北地震・津波の被災地への支援については、町内会としても、

３月に市を通じて支援金を送り、地域からも有志のボランティアが現地

復興に幾度か支援作業にかけつけております。 

然し、現地では、津波によりまちの生活が崩壊し、働き盛りの家族、

商店街の人達、市役所の職員も、多くの方が亡くなられたため、まちの

機能が充分復元できず、冬を迎えて、布団、衣類など冬用の備品が充分

備わっていないようです。 

こうしたことから、被災地のひとつとして、宮城県の下記地区の現地

在住の有志ボランティア・グループより、冬用の毛布、布団、衣類（セ

ーター、ジャケット、下着）、ビン詰め食品、洗剤、食器洗剤、トイレッ

トペーパーなど生活必需品を、下記に送っていただければ、仕分けして

必要とされるところに配布されるとの申し出がありました。 

また、義援金は、下記の口座にお振り込みを戴ければ、必要とされる

ところに有効に充当されるとのことです。 

義援金、寝具、衣類、食料品、日用消耗備品を、お困りになっておら

れる方々のために、下記支援グループに直接お送りいただきますと、と

ても喜ばれると思いますのでご案内申し上げます。 

 

記 

生活必需品送付先 
〒981-3213 仙台市泉区南中山１－１１－１３ 清水八千代様方 

東松島 牛綱・野蒜地区被災者支援グループ 
義援金の受け入れ口座番号 

 ゆうちょ銀行 店名 九〇八  店番 ９０８ 
  普通預金 番号 3301996 口座名 シミズヤチヨ 
 

選挙世話人の選出について     -総務部- 

平成 24 年度は、役員の改選年度です。 

選挙世話人は各地区ごとに１名選出されています。現在の選挙世話人

は平成２４年１月３１日で任期(２年)満了となりますので選出をお願

いいたします。 

世話人の役割は役員選出に関する選出方法などお知らせの資料作成・

総会にて候補者の選挙又は承認を得るための準備です。 

（準備の打ち合わせは主に１月～４月総会迄です） 

いよいよ発足、＜オトコも集まる会＞ 
ロカビリー世代もリハビリ世代に近づく中、「このまちで元気なのは女性

ばかり」に対抗すべく男たちの交流を、との声が聞こえて参りました。呼び

かけに応じて 12 月 4 日に開催した準備会には 50 代から 80 代の１８人が

参集。三世代暮らしの方も一人暮らしの方もおいでだし、高齢者への傾聴

活動等ボランティアに熱心な方々、謡い、太極拳、ケチケチ海外旅行、ヒ

マラヤトレッキング、毎日スポーツ…と趣味も多彩（中には全く無趣味の方

も）。「月に一度ほど、誰かが話題提供をしてその後懇談、時間のある人は

さらにビールでも」ということで話がまとまり、正式にスタートするところとなり

ました。1 月は一昨年に町内会から刊行された「玉川学園地域 80 年の歩

み」の編集に携わった高見澤さん(7 丁目）の話を聞いたあとガヤガヤと、と

いたします。奮ってご参加ください。 

お申込は、世話人・雨宮正輝  masaame122@yahoo.co.jp  

FAX 042-726-5924 まで。 

第 1 回＜オトコも集まる会＞ 
1 月 22 日（日）午後 4 時～ さくらんぼホール にて 
話題提供ﾃｰﾏ「このまちの成り立ち」について高見澤邦郎氏 

防犯ニュース            -防犯防災部- 

本年、町田所管内で発生した振り込め詐欺事件は、42 件（玉川学

園では３件）と昨年に比べ１５件も増加し、警視庁１０２署の中で、

ワースト スリーに入ってしまいました。「自分は絶対にだまされな

い」と自信を持っている人ほど、被害に遭いやすいとのことです。 
相手はだましのプロです、注意をお願いします。 
玉川学園地区で、今年になって初めての“ひったくり”事件が発生し

ました。１１月９日１９：３０頃、駅南口から南大谷方面に向かう線

路沿いの道路で、後方から近づいた一人乗りのバイクに、女性がバッ

クをとられました。道を歩くときは建物側にバックを持ち、後から近

づくバイク等の音に気を付けてください。（特に携帯電話で話ながら

歩く、或いはイヤホーンで音楽を聴きながら歩くのは危険です） 

 

年末年始資源回収のお知らせ 
(有)大興資源による年末資源回収は、2011・12・30（金）が最終。 
年始の資源回収は 2012・1.・4（水）からとなります。 


