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           平成 24 年度 春の健康ウォーキング（３／３０）・申込書     

３月１２日（火）～１５日（金）までに町内会事務所にお申し込みください。                   

支 部 名 会 員 氏 名 住   所   電話番号 

    

    

裏面にも各種の案内・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://tamagawagakuen-chonaikai.net 

《 川崎市の飛び地・岡上の散策を楽しみませんか？ 》 

 春の健康ウォーキングのお知らせ         －成入部― 

里山の雰囲気が残る尾根道や谷戸の春を探しに行きませんか？ 

古寺名刹・東光院や岡上神社も拝観出来ます。 

   開催日         平成２５年３月３０日（土） 

   目的地         川崎市の飛び地・岡上地区（駅で言うと鶴川） 

   集合場所と時間     玉川学園旧出版部前広場  午前９時５０分 

   出 発                      午前１０時 

   解散場所と時間     玉川学園７丁目の尾根道「玉ちゃんバス停・旭ケ丘東」辺り 

  午後２時頃 

   参加費         無料（但し、弁当付き。飲み物は各自で用意して下さい。アルコール類は厳禁。） 

   参加資格        町内会会員とその同居家族に限ります。 

   参加申込み方法     ３月１２日（火）から３月１５日（金）までに、 

               下記の申し込み用紙に必要事項記入の上、町内会事務所にお申し込み下さい。 

               弁当引換券付きの「ウォーキングの栞」をお渡しします。 

電話・ＦＡＸでの申し込みは出来ません。 

   コース     玉川学園旧出版部前広場⇒岡上尾根道⇒川崎市市民館岡上分館・こども文化センター 

           ⇒東光院⇒岡上神社⇒営農団地⇒緑協和病院⇒土橋谷戸⇒奈良北団地脇⇒モアクレスト 

⇒７丁目尾根道（玉ちゃんバス停「旭ケ丘東」辺り） 

            ・歩行道のり   約８ｋｍ      （注）太字にトイレあり 

 

地  区 実 施 日 実施時間 参加人数 

第一地区 

 

１２／２５（火） 

１２／２８（金） 

１８：００～１９：００ 

 

１５ 

１０ 

第二地区 当地区は、各支部毎（６支部）に実施の為、 

各地区の合同パトロールの対象外。 （４０） 

第三地区 １２／２６（水） １９：００～２０：００ １０ 

第四地区 

 

１２／２８（金） 

１２／２９（土） 

 

１８：００～２０：３０ 

中止 

１１ 

第五地区 １２／２７（木） １９：００～２０：００ １５ 

第六地区 １２／２６（水） １９：００～２０：００ ２０ 

第七地区 １２／２６（水） １９：００～２０：００ １０ 

第八地区 １２／２４（月） １９：００～２０：００ ２０ 

合  計   １１１名 

年末特別防犯パトロール 

―防犯防災部― 

 玉川学園町内会各地区合同の年末特別防犯パトロール

が行われました。 

 乾燥した冬の夕方、拍子木をたたきながら火の用心を呼

びかけ、町内の防犯に気を配りながらのパトロールです。 

 右の表は、各地区の皆さんのパトロール参加状況です。

ただし、第二地区の数字は各支部ごとのパトロール参加者

数を合計したもので（概数）、地区単位の合同パトロール

参加者の合計数には含まれていません。 
 

   

２
月
号 

広報部からのお知らせ 
 本当に寒さ厳しい今年の冬。玉川学園地区

に降った雪も、なかなか溶けませんでした。  

立春も過ぎましたが乾燥した空気でインフ

ルエンザが猛威をふるっています、ご用心く

ださい。外出から帰宅したらうがい、手洗い

を実行して下さい。 

 また、今号も皆さまから多くの原稿、情報

をお寄せいただきました。少ない紙面に皆さ

んへのお知らせ、報告を充分にお載せできな

かったことを、この場でお詫びします 

            （藤本） 

資源回収の報告 -環境部- 

1 月の回収は１０２．０ ﾄﾝでした 

資源ゴミは当日朝の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 まで 

 

※ 1 月の大雪の日、町内会事務

所に「融雪剤」の問い合わせが多数

ありましが、町内会では融雪剤を取

り扱っておりません。 

２月定例幹事会（２/５）報告 -総務部- 

下記の審議事項が承認されました 

1. 餅つき体験会について 

2. 憩いの椅子の改修の件 

３. 春の健康ウォーキングについて 

4.まちづくりの会助成金 

5.「桜めぐり・花びら市」賛助金 他２件 

 

※ 五年に一度の地域地図の改訂を予定して

います。具体的な手続き内容は確定次第お知

らせ致しますが、その節は皆様のご協力をお

願い致します。 

 

昨年秋のウォーキング 
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街にはためくフラッグアート  －青少年部― 

 ２００９年に玉川学園８０周年からスタートしたフラッグア

ートは南大谷にも広がり、２０１０年からは玉川学園前駅の南北

商店街歩道と恩田川遊歩道に展示して多くの方に楽しんでいた

だいています。２０１１年には、町田市「つながりひろがる地域

支援事業」の補助金を受けて、南大谷中学校から町田第五小学校、

南大谷小学校が加わりました。３校の美術・図工の先生たちが、

玉川大学芸術学部の美術指導と連携して、フラッグアート作りも

グッと幅広くなったのです。フラッグアートの制作は、学校の美

術室、図工室で授業の一環として行っています。これに地域の方

が参観・参加して、学校と地域、子供と大人の交流の場になって

います。２０１２年には、南大谷中は「オーロラ」、町田第五小

は「色の形のハーモニー」、同校の竹の子学級は「ゴゴーにじい

ろ」、南大谷小は「未来を創る手」のテーマを定め、さらに町田

第五小は今年創立５０周年、南大谷小は来年４０周年がデザイン

されています。生徒・児童３６１名で９５枚のフラッグアートを

作り展示しました。「子ども達が描いたの上手だね」「毎年たのし

みだよ」などのコメントを頂いています。強風で飛んだ泥だらけ

のフラッグを洗濯して交番に届けてくれた街の方もあれば、恩田

川ではフラッグポールを曲げたり折ったりの悪戯もあり、悲喜こ

もごもの出来事もあります。 

今年（２０１３年）も例年通り、南大谷中学校、町田第五小学

校、南大谷小学校での制作と展示を予定しています。フラッグア

ートが文化事業として、また青少年育成事業の一環として少しで

もお役にたつよう願っています。 

まちカフェが開催されました    広報部 

 市内で活躍するＮＰＯや地域活動団体が一堂に集い、市民に向

け開催される『お祭り・まちカフェ』が、さる１月２０日（日）

に町田市役所（１・２階）で開催されました。 

 私達玉川学園町内会、玉川学園地区・社会福祉協議会も、パネ

ル展示で参加しました。参加団体７４団体、来場者数３，５００

名.。多勢の市民の方たちが、各団体の活動をそれぞれのブースで

興味深くご覧になっていました。 

 玉川学園町内会では、ホームページをベースにしたパネルで活

動状況を発表しました。 

 

餅つき体験会のお知らせ   －青少年部― 

恒例の餅つき体験会を今年はひな祭りの前日に、 

ひな祭り気分を取り入れて実施します。 

  日 時  ３月２日（土） 午前１１時～午後１時 

  会 場  玉川学園文化センター前広場（雨天決行） 

今では、あまり目にすることのできない『餅つき体験会』で 

す。「きなこもち」「あんこもち」 

「ごまもち」など、餅つき風景と 

ともに、つきたての温かいお餅を 

堪能していただけます。 

玉川学園さくらんぼホール１０周年 
 中規模公共施設（管理・運営の一翼を玉川学園町内会が担っています）

として創設された玉川学園さくらんぼホールは、創設１０周年を迎えま

した。 

この機会に日頃何かとご支援、ご協力を頂いている関係者、ボランテ

ィアの方々に対する感謝の意を表すため、１月２３日（水）にお祝いの

会を開催いたしました。 

 市役所から市民協働推進担当部長大谷さんのご出席を頂き、また、歴

代施設委員長や５０名以上の協力員の方々の参加を頂いて、大盛会でし

た。 

 初代施設委員長野村さんの挨拶の中で、平成１５年４月開設に至るま

での苦労話や経緯など、当時を回顧し懐かしく意義深い話を伺いました。 

 当ホールの協力員によって整備されている花壇は、市内３００以上の

団体の中から、花壇コンクールで毎回優秀な成績を収め、表彰を受けて

きていることや、開設以来順調に推移してきた当施設の現況などを、浅

見事務長から説明して、出席の皆さんにご理解と、今後とものご支援、

ご鞭撻、ご協力をお願いしました。 

最後は、岡本現副委員長のハーモニカー伴奏による「ふるさ

と」を出席者全員で合唱して和やかな雰囲気の中に散会となりま

た。 
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「２０１３ 玉川学園雛めぐり」が開催されます 

期間：２月１５日（金）～３月３日（日）午前１０時～午後５時／月曜休み。

１７の参加ギャラリーが、いろいろなお雛様・雛まつりをテーマに展示してい

ます。どうぞギャラリーめぐりをお楽しみください。１５のギャラリーで＜手

づくり雛コンテスト＞公募作品を展示しています。個性豊かな楽しい作品をご

覧ください。大賞 1 点･特別賞 3点。審査員は、玉川学園町内会、地区社会福

祉協議会の代表の方たちです（一般見学者もアンケートで審査に参加できま

す）。表彰式・懇談会を３月４日（月）午後１時～ 購買部ギャラリーにて開

催します。また、＜雛めぐりツアー＞を２月２３日（土）①午前１０時 ②午

後１時出発で行います（玉川学園前駅北口階段下集合、参加費無料）。芝生の

会、玉川学園地区まちづくの会の皆さんがボランティアでご案内します。 

問合せ先：TEL:042-725-8034（シルクギャラリー）TEL: 080- 3171 

-1277（ギャラリー花紬） 

 

昨年の様子 

好評の町内会ホームページ 
 http://tamagawagakuen-chonaikai.net 

町内会ホームページは、多くの方に訪問していただいているよ

うで、１ヶ月に 8,000 アクセスを達成し、9,000 に迫る勢い

です。町内会ニュースはもとより、玉川学園地域全体にスポット

をあてた、地域ニュースも好評です。「今月はどんなイベントを

やっているのかな？」「休日に家族で参加できるイベントはない

のかな？」そんな時には、イベントカレンダーをクリックしてみ

てください。玉川学園クロニクルは、この地をよく知る執筆者が

書き下ろしているオリジナルです。「今日は夜が長いな」と思う

時のお楽しみにいかがでしょう。長く親しんでいただいている

「町内会だより」と、新しい情報ツール「ホームページ」の両輪

で、「つながる」を感じていただけたら嬉しいです。コメント、

メールでご意見、ご感想を投稿していただけたら、もっと嬉しい

です。           広報部Ｗｅｂ担当：江藏 

---(速報) 大ｹﾔｷは残った---環境部より 

12 月号でお知らせした、「市の大幅剪定」が 1月 30 日に実施され、

寂しい姿になりましたが、大枝が予想よりも高く(約 3m)残りました。 

夏に小枝に葉が茂れば元の樹高(約 23m)の 8割を取り戻せる希望も。 

(市との交渉内容はネット検索で、「けやきてんまつ」で出ます) 

 

http://tamagawagakuen-chonaikai.net/

