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“錦繍の奥多摩”紅葉と渓流と玉堂を満喫

成人部

―

１１月２８日（木）
、晴天に恵まれて、町内会バス旅行のバスが９６人の参加者を乗せて一路、御嶽山へとスタートしました。
御嶽山神社に登るケーブルカーの「下駅」に到着し、最大傾斜２５度の体験をしてから「上駅」につきました。そこから御嶽山神社登
山口まで、山中の紅葉を楽しみながら巡りました。御嶽神社・奥の院（標高９２９㍍）までは３５６段の階段を登ります。参拝を済ませ
てから下りのコースは「女坂」を利用して安全に戻りました。昼食は神社への階段付近に
ある「麻知屋」と「蔵屋」に分散して「塩焼き鮎」付き精進（御師）料理を堪能しました。
ケーブルカー「上駅」前の広場で集合写真を撮ってから「下駅」まで降りて、
「玉堂美術
館」見学コースと多摩川渓流散策コースに別れて出発しました。
「玉堂美術館」では「墨
絵」の特別展示があり、評判も良く鑑賞しました。渓流沿いの散策も、陽に照らされた紅
葉が色とりどりに映えて、見事なコントラストを私たちに提供してくれました。
小澤酒造・沢乃井園に着いて、甘酒を飲みながら暫く休憩をしてから帰路につきまし
写真上・御嶽神社から
の眺望、写真左・多摩
た。途中、青梅市街の「昭和のレトロ映画のカンバン」を車中見学しながら、全員無事に、
川の湧き水と紅葉（カ
午後７時頃に予定どおり玉川学園にもどりました。
ラー写真をホームペー
参加者のみなさまのご協力に心より感謝申し上げます。
（最下欄に集合写真があります）
ジでご覧下さい）

防犯勉強会が開かれました

―

防犯防災部

―

幹事研修会が行われました

本年度の防犯勉強会（防犯活動責任者連絡会議）が、町田警察署生活安全
課防犯係長・福富 真氏を講師にお迎えして、１１月１９日にさくらんぼホ
ールで開催されました。
テーマは「振り込め詐欺」、「ひったくり」、「犯罪機会論」の三つ。「振
り込め詐欺」と「ひったくり」については、町田市内の振り込め詐欺は被害
金額の多いことが特徴で（本年度３６件、被害総額１億５千万円）、被害に
遭わないためには自分を過信せず、家族で合言葉を決めておくこと、だまし
の手口を知っておくこと、在宅中でも留守番電話にしておくことなどの対策
を講じてほしい、ひったくりの被害者の多くは財布を入れたバッグを手に持
っている女性なので、バッグは建物側に持ち、後ろのバイクの音に注意して
ほしいなどのお話しがありました。また、犯罪機会
論では、犯罪は危険な人が起すのではなく、危険な
場所（入りやすい、逃げやすい、見えにくい）で発
生するのだから、扉や窓には必ずしっかりと（でき
ればＣＰマークのついた鍵で）施錠し、家の周りを
常に整頓して見通しをよくすることが重要であるな
ど、「わが家の防犯」対策について、防犯ビデオを
講話中の福富係長
用いた詳しい解説がありました。

すでに掲示板でお知らせしたとおり、町内会青少年部主催のクリ
スマス会が、１２月２２日（日）午前１０時（受付開始９時４５分）
から、さくらんぼホールで開かれます。あったか座の公演「ひかり
のファンタジー・いれでけろ」や、みんなの合唱、お菓子のプレゼ
ントなどを用意して、お子様方のご来場をお待ちしています。

みんな来てね !

総務部

―

１１月７日、本年度の幹事研修会が、危機管理勉強会・
斎藤塾塾長 斎藤 實氏を講師にお迎えして、さくらんぼ
ホールで行われました。講演（「大震災に備え、今、何を
すべきか」― 市民一人ひとりの減災力を高めるためにー ）
では、玉川学園地区は地盤が安定していて比較的震災に強
く、直下型地震や富士山の噴火以外に大きな災害は予想さ
れないこと、市民に求められる災害対策の基本は「震災時
にいかに被害を最小限にとどめるか」、つまり減災対策で
あり、そのために、火災や建物の倒壊がなければ避難所に
行かなくてもよいシステムをつくること、地域内の要援護
者や近隣の人々の安否確認のルールを
きめておくこと、災害発生時に「がん
ばらない」仕組み作りが重要であるな
ど、自助、近助、共助を実現するため
に大切なことがら（公助はあまり期待
しない方がよい）について、具体的で
講演中の斎藤塾長
わかりやすいお話しがありました。

落語会（２／１５）のお申し込みはお早めに！

クリスマス会 （１２／２２）のご案内

２２日、日曜日だよ！

―

「玉川学園ふるさと寄席」（２／１５）の申込締め切り日は
１月６日です。鑑賞ご希望の方はお早めにお申し込み下さ
い。申込用紙は「町内会だより」１１月号にあります。
なお、１１月号の案内記事中、申し込み方法のＦＡＸ番号
に誤りがありました。正しくは７２５－０４３８です。お詫
びして訂正させていただきます。
（広報部）

資源回収の報告-環境部-

１２月定例幹事会(１２/３)報告 -総務部下記の審議・協議事項が承認されました

１１月の回収は１１９．９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。
（古紙・段ボールは必ず
紙紐で括ってください）
問合せは町内会事務所または
大興資源
045-929-4813 まで
＊不正回収を目撃した時は、日時、
場所、回収車の車両番号などを町内
会事務所までお知らせください。

１１月２８日、玉川学園町内会懇親バス旅行

皆様よいお年を！

裏面にも各種の案内・お知らせがあります。

（広報部一同）

１．消防団東京都大会３位入賞祝いについて
２．「まちづくりの会」への助成金について
３．経理内規の一部改正について
４．「ごみカレンダー配布費用の支払い」につ
いて
５．「地区活動協議会設立」について
６．「来年度の敬老会」について
７．「孤立を防ぐための見守り」について
８．掲示板新設１箇所保留について

＊一部ずつお取りください。

平成 2５年１２月１２日発行

玉川学園・南大谷地区市政懇談会が開かれました
11 月 6 日(水)、玉川学園・南大谷地区市政懇談会が、石阪
市長および市の関係各部長など幹部のみなさんと、玉川学園・
南大谷地区町内会自治会連合会、その他諸団体の代表など合わ
せて 50 余名の参加を得て、さくらんぼホールで開催されまし
た。夏に行われた市長と語る会に続き、住民の要望を述べ、答
えていただく機会となり、一方で
市長から直接に施策を伺う機会で
した。住民からは、スタンドパイ
プの活用など防災を中心に４点、
玉ちゃんバス南ルート、コミュニ
ティセンターの建替など環境整備
の３点、福祉関係では地区社協な
ど、合わせて８点に絞った要望を
質問に答える石阪市長
提出し、答えていただきました。
この議事記録については、改めて「たまがわがくえん町内会
広報」や、ホームページに掲出することといたします。

今回も「古今亭志ん輔独演会」は大好評でした ！
―

文化部

―

今年の 2 月 24 日に行われた「古今亭志ん輔独演会」はおかげさま
で大変に好評でした。「本当によかった。次をぜひ」という大勢の皆
様の声に押されて、今回の第２回目が、１２月１日にさくらんぼホー
ルで開催されました。
今回も前回を上回る大入り満員で、会場は立錐の余地もないほどで
した。１８０人以上の人たちの人いきれで暖房の必要もないくらいで
したが、あまりにも大人数だと安全面で問題が生じてきますし、とい
って、主催者としてはひとりでも多くの方に鑑賞して頂きたいし、早
くも頭を痛めています。
当日の演目は、弟子の半輔さんが「金明竹」、お目当ての志ん輔師
匠は「紙入れ」と「芝浜」の２席でした。「芝浜」は広辞苑にも載っ
ているくらいの有名な人情噺の名作ですが、師匠の得意なネタでもあ
り、いつにもましての大熱演でした。

環境部からのお知らせ
すでに「町内会だより」８月号でお知らせしたところですが、
相変わらず、道路上に放置された犬・猫の糞尿についての苦情
が町内会に寄せられています。環境部では、道路上の糞尿の処
理をお願いする３種類の看板を町田市保健所からもらってきて
町内会事務所においてありますので、糞尿問題でお困りの方は
町内会事務所でこの看板を受け取り、糞尿が放置されている場
所に貼付して下さい。
なお、放置糞尿の問題は、最終的には飼い主のモラルの問題
です。飼い主の皆様には、飼い犬や飼い猫の糞尿を路上に放置
しないよう、お心遣いをお願いいたします。

年末特別防犯・環境パトロール予定表
地区名
いちちく

実施日時

集合場所

第１地区 １２月２５日（水）
、２７日（金）
いずれも１７：００～１８：３０ 玉園台児童遊園
第２地区 １２月２５日（水）
、２１：００～２１：４０
都民銀行前
第３地区 １２月２７日（金）
、１５：００（清掃）～と
１９：００～
３丁目児童公園

写真上・大入り満員の会場
写真左・
「芝浜」を熱演す
る古今亭志ん輔師匠

今後も「ぜひこの独演会を継続してほしい」という声をいっぱい頂
戴しておりますので、町内会としては前向きに検討させて頂きたいと
思っています。
なお、２月１５日開演の「玉川学園ふるさと寄席」も好調な立ち上
がりをみせていますが、お聞きになりたい方は、１月６日が締め切り
ですのでお早めにお申し込み下さい。

………奮ってご参加下さい。お子様もどうぞ！………
第４地区
第５地区
第６地区
第７地区
第８地区

第一分団第５部が東京都消防
操法大会で三位に ！
第
一
分
団
第
５
部
が
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位
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賞
・
林
富
さ
ん
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玉川学園・東玉川学園地区の町田市消防団・第一分団第
５部の皆さんが、１０月２７日に開かれた第４３回東京都
消防操法大会に南多摩地区代表町田市消防団として出場
し、日頃の鍛錬の成果をいかんなく発揮して、みごと三位
に入賞されました。選手
（５名）の皆さんには、後
日さらに、東京消防庁第九
消防方面本部長からも表彰
状が授与されたほか、選手
を囲む祝賀会が市内で開か
れました。
頼もしい地元の消防団の
活動に、今後とも皆様の暖
操法を披露する団員
（町田市ホームページより）
かいご声援をお願いします。

１２月２８日（土）
、１８：００～、防災倉庫前
１２月１９日（木）
、１９：００～、防災倉庫前
１２月２５日（水）
、１９：００～２０：００
玉ちゃんバス停留所東急台入口前
１２月２６日（木）
、１９：００～
７丁目児童公園
１２月２３日（月）
、１９：００～２０：００
無窮会坂上 坂井宅上

地域の幼児教育者 林富さんが
藍綬褒章を受章されました
玉川学園 2 丁目で、196４から 4９年間一貫して地域
の幼児教育に心血を注がれ、こうりん保育園（金森）、玉
川さくら保育園 、玉川中央幼稚園を創設運営されて、
4000 人を超える児童を育ててこられた光琳会理事長
林富さんが、文化の日に藍綬褒章を受章され、拝謁の日に
皇居で天皇陛下よりお祝いのお言葉を戴かれました。
夫婦ともに仕事を持つのが普通の時代、子育て支援は社
会保障との思いから、将来を背負う子どもたちは地域ぐる
みで育てるべきとの信念を貫かれ、長年、幼児教育を実践
してこられた功績がたたえられたものです。

