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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。
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平成 25 年度定期総会が開かれました
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―総務部―

４月 21 日(日)、玉川学園町内会の平成２５年度定期総会がさくらんぼホールで
開かれました。冬に逆戻りしたような寒さと小雨まじりのあいにくの天候の中、
２２８名の皆さんが参加され、平成２４年度の事業報告と決算報告、平成２５年度
の事業計画と予算案の審議ならびに採決、そして本年度会計監査の選任を含む議事
が予定通りとどこおりなく行われました。詳細は６月末に発行予定の「たまがわが
くえん町内会広報」第１２２号でご報告いたします。

写真左・総会に参加された皆さん
写真上・議長として議事進行を司る望月さ
んと井上さん

文化講演会のお知らせ

総会の議事次第
１．開会の辞（浅見総務部長）
２．会長挨拶（鎮目町内会会長）
３．議長選出 ― 望月富雄（議長・第５地区）、井上加
代子（副議長・第４地区）の二氏を選出
４．平成２４年度事業報告（松香町内会副会長）
５．平成２４年度決算報告（鷹箸経理部長）
６．平成２４年度会計監査報告（竹下知道・亀田恵津子
会計監査）― 質疑と採決
７．平成２５年度事業計画「方針と活動の進め方」（三
浦町内会副会長）
８．平成２５年度各部の事業計画（各部長）
９．平成２５年度予算案（鷹箸経理部長）― 質疑と採
決
１０．会計監査選出 ― 選挙世話人代表藤吉健郎氏の報告
に基づき、佐光興亜（第３地区）・山田充子（第１
地区）の二氏を選出
１１．関連諸団体からの報告 ― 玉川学園地区町内会自治
会連合会、玉川学園交通問題協議会・玉川学園コミュ
ニティバス推進委員会、玉川学園地区社会福祉協議
会、玉川学園地区まちづくりの会、芝生の会、こすも
す会館、さくらんぼホール、消防団（第一分団第五部）
１２．閉会の辞（浅見総務部長）

健康チェック・骨密度測定のお知らせ
―文化部―

今年も下記の要領で文化講演会を開催します。ご自分の今ま
での人生をまとめておきたい、という方はぜひご参加下さい。
もちろん、まだそういう気持ちでない方も大歓迎！
日時 平成２５年７月７日（日）
１３:００開場、１３:３０開演
場所 玉川学園さくらんぼホール
講師 山口十八良（やまぐち・とうはちろう）氏
＜講師のプロフィール＞
小説教室専任講師。昭和１８年東京に生まれ、法政大学社
会学部卒業後、角川書店に入社。以後、角川文庫、雑誌「野
生時代」編集長などを経て、雑誌「短歌」編集長。現在同誌
顧問を勤めると同時に小説教室「山村教室」専任講師。
講演題目 あなたも「私の履歴書」を書こう
――自分史のすすめ――
申し込み方法 裏面申込書に必要事項をご記入の上、
６月２８日までに、町内会事務所郵便受けに投函するか
郵送して下さい。FAX 725-0438 でも受け付けます。

昨年ご好評をいただいた「健康チェック・骨密度測定」を今年
も無料で実施します。同一町内会では２年続けて測定器を借りる
ことができないため、今回は玉川学園・南大谷町内会連合会の主
催、地区社協後援で行います。
なお、町田市いきいき健康部健康課に協力をお願いしています。
記
日時； 6 月 16 日（日） ９時 2０分開場
場所； さくらんぼホール
健康チェック項目；
①骨密度測定：希望者多数の場合は先着１５０名程度に制限させ
ていただきます。測定は裸足で行いますので、脱ぎにくいスト
ッキング等の着用はご遠慮ください。
※ 骨密度測定以外の健康チェック項目は未定です。どのような企
画になるかは当日のお楽しみ！ ちなみに昨年は、体脂肪測定：
肌水分測定：握力測定：手洗いチェッカー：味覚テストでした。
本年は敏捷性チェック（棒反応）なども考えています。
※ また、健康チェックに並行して、市職員による講話を実施する
予定です。

環境部報告：環境・リサイクル施設見学会の参加申込について
４月号の「町内会だより」において、一面トップに、＜環境・リサイクル施設見学会＞の見学日時および３カ所の見学場所を説明
し、最下段に＜申込書＞を印刷しておきました。参加希望者は、申込書に必要事項を記入して、５月２９日（水）〜３１日（金）の
午前１０時〜午後４時の間に町内会事務所に提出して下さい。

資源回収の報告

4 月の回収は１25．5 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

広報部からのお知らせ

5 月定例幹事会（5/7）報告-総務部-

従来町内会行事参加申込用紙の裏面を空白にし
てきましたが、
「それはもったいない」というご意
見がありましたので、本号で試験的に申込用紙を
裏面に設けてみました。申込用紙の裏面に記事の
一部が印刷されることになります。これでよろし
いかどうか、みなさまのご意見ご感想をお聞かせ
いただければ幸いです。
（渕）

下記の議事項及び報告事項が承認されました

-環境部-

045-929-4813 まで

裏面にも各種の案内・お知らせがあります。

１．防犯防災部準備金の立て替えについて
２．リサイクルセンター見学会について
３．支部長研修会後の懇親会について
４．文化講演会の開催について
＊ 成人部部長・藤村雄一さんがご都合により辞任
され、残任期間の成人部部長に種市邦朗さんが就任
されました

＊一部ずつお取りください。
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本年度町内会の主な行事予定一覧
本年度の町内会の主要な行事予定をお知らせします。みなさまの
ご予定の参考資料としてお使い下さい。とくに会員の皆様の参加を
募る行事については、それぞれ本紙でご案内いたします。
☆ ５月
・第一回環境委員会（19 日、１３：００～さくらんぼホール）
・駐輪・駐車秩序正常化キャンペーン（2２/2３日）
・第一回防災委員会・第一回自主防災隊長会議（２６日、
１３：００～さくらんぼホール）
☆ 6 月……支部長研修会（18 日）
・健康チェック（骨密度測定）（16 日）
・リサイクル施設見学会（20 日）
・フラッグアート展示
☆ 7月
・文化講演会（７日、１３：３０～さくらんぼホール）
・防災委員研修会・防災体験学習会（20 日）
☆ 9月
・敬老会（16 日、11.00～第五小学校）
・総合防災訓練（9 月８日、第五小学校）
・フラッグアート展示
・駐輪・駐車秩序正常化キャンペーン（2５/2６日）
☆ 10 月
・エコフェスタ（27 日）
・玉連ウォーキング（日時行先未定）
☆ 11 月……幹事研修会（5 日）
・日帰り懇親バス旅行（日時行先未定）
☆ 12 月
・クリスマス会（さくらんぼホール、日時未定）
・落語会（さくらんぼホール、日時未定）

☆ 26 年 2 月
・餅つき体験会（日時未定）
☆ 26 年 3 月
・春の健康ウォーキング（日時行先未定）
このほか、講演会、コンサートなどを検討中です

まちづくり憲章をご存知ですか
玉川学園町内会と近隣の５つの自治会（合わせて玉連
と略称しています）では、2009 年に、５つの目標を
含む「玉川学園地域まちづくり憲章」を制定しました。
第１ 豊かな文化が花ひらくまち
第２ 恵まれた緑と自然を大切にしたまち
第３ 地形の持つ魅力や街なみ景観を尊重するまち
第４ 落ち着きと華やぎのあるまち
第５ 建築に際しては周辺との調和を心がけ、街な
みに貢献する
さらに、この憲章に副って「建築並びに土地造成に関する申し合わせ事
項」を作成しました（発祥は 1991 年ですが，2010 年に改訂）
。
玉連では、2011 年７月７日にこの２つを合わせて「玉川学園地区建築
協約」として町田市にも届け出、この地区における建築行為・土地造成行
為について、事業者と地域住民の協議を有効に行うこととしています。
この「建築協約」に基づく具体的提案等については、玉川学園地区まち
づくりの会が提案する「まちづくり方針」、「住みよい街と暮らしのデザイ
ンガイド」を参考にするようにお願いしてきましたが、このほど、これら
の文書を１冊にまとめ、豊富な事例・カラー写真を含む 40 ページの冊子
が出来上がり、無料で配布出来ることとなりました。（写真参照）
ご希望の方には、玉川学園町内会事務所にてお渡しします。ご活用下さ
い。

（平成２６年分は右上欄に）

「地区会」とは？

第一回地区会の予定をご紹介しておきます。（敬称略）

玉川学園町内会は４０００世帯を超える会員からなる大
町内会ですが、それぞれの地区が抱える問題にきめ細かく
対処するのには規模が大きすぎます。そのため地区制を採
用し、町内会全体を８地区に区分して、いわばそれぞれの
地区自治会に相当する「地区会」を設けています。ただし、
町内会会則には「地区独自の問題を協議し、解決にあたる」
ため地区制をとり、「（地区会は）所属地区役員、支部長、
防災委員、環境委員、防犯活動推進員等で構成する」と定
められています。これは、参加人数が多いと会場の確保が
困難になることや、
「地区会」が独立の自治会として活動す
ることは玉川学園町内会の分割という大問題につながるな
どの理由から、
「地区会」を地区の全会員が参加する会とは
しないという趣旨で定められたことです。このために、
「地
区会」が会員の皆様にとってなじみの薄いものになってい
るかもしれません。もしそうだとしますと、
「それぞれの会
員や地区の問題をまず身近に住む人たちに相談し、地区の
会員の助け合いによって解決しましよう」という「地区会」
の制度が形骸化しかねません。
「地区会」は会則に定められ
た構成員以外の会員の皆様の参加を排除するものではあり
ません。関心のある方は積極的に参加して下さい。また、
「ちょっと話を聞いてもらいたいのだけれど」という方も、
どうぞご遠慮なく「地区会」の構成員、とくに地区長さん
に一声かけてみてください。以下に各地区の地区長さんと、
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*「地区会」の開催回数や日時・場所は地区ごとに異なります。
詳細は各地区長さんにお問い合わせ下さい。

地区長および第一回「地区会」の開催予定
◎第一地区（地区長・種市邦朗）
5 月 25 日（土）13:30～15:30、さくらんぼホール
◎第二地区（地区長・石川征靖）
5 月 25 日（土）19:00～20:30、さくらんぼホール
◎第三地区（地区長・吉見赳）
５月１８日（土）１０:００～１2:0０、さくらんぼホール
◎第四地区（地区長・浅見孝志）
5 月 11 日（土）10:00～11:30、興人自治会館
◎第五地区（地区長・松香光夫）
５月１０日（金）１８:００～１９:３０、文化センター
◎第六地区（地区長・斎藤三夫）
４月７日（日）１０:００～１１:３０、こすもす会館
◎第七地区（地区長・中村隆一）
５月１２日（日）１０:００～1１:３0、こすもす会館
◎第八地区（地区長・鷹箸宏代）
６月２日（日）１０:００～１１:３０､こすもす会館
（文責・渕）

切り取り線

文化講演会（７月７日）申込書
６月２８日までに本申込書を町内会事務所郵便受付に投函するか郵送して下さい。FAX 725-0438 でも受け付けます
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