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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。

町内会だより

｢敬老会｣ご参加をお待ちしています
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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

－高齢者部―

本年のアトラクションは、津軽三味線全国コンクール準優勝｢珠の音会｣主宰の澤田成珠
さん(町田市在住 3７歳)による勇壮な｢津軽じょんがら節｣をはじめ、和太鼓も加わって
民謡｢ソーラン節｣を皆さんと共に…日本の伝統芸能を堪能して頂きます。
日
時
平成 25 年 9 月 16 日(月)敬老の日 11 時 30 分～13 時 30 分
会
場
町田第五小学校体育館(玉川学園４丁目)
参加対象
満７3 歳以上(昭和 15 年 9 月末までにお生まれの方)
※ 昨年までは「満７2 歳以上｣でしたが、今回より｢満７3 歳以上｣に引き上げさせて
頂きました。また、会場が小学校体育館であることを考慮して、ビール等酒類の提供を
差し控えさせて頂きます。ご了承＜ださい。
申し込み
裏面出席申込書に必要事項を記入の上、8 月 10 日までに班長さん(月当番)
へ……あるいは直接町内会事務所へお届けください。
※ ご出席の申し込みをされた方には、後日案内状をお届けします。

玉川学園地区・総合防災訓練が行われます
－防犯防災部―
昨年までの合同総合防災訓練は８月末の猛暑の中で行われて
いましたが、今年は、少しでも涼しくということで９月８日(日)
に、町田第五小学校をメイン会場にして行われます。
“大規模地震発生”を想定した携帯無線機による情報伝達訓
練、町田第五小学校校庭での救出救護訓練、町田消防署、消防
団・第一分団第五部、自主防災隊指導による梯子車搭乗体験、
スタンドパイプ操作訓練等が行われます。
皆様の積極的な参加をよろしくお願いいたします。
(詳細は、別途配布のイエローペーパーを参照してください)

☆

写真上
の様子

昨年の敬老会

写真左 今年のアトラ
クション：津軽三味線
演奏者・澤田成珠さん

環境・リサイクル施設見学会

－環境部―

6 月 20 日（木）恒例の環境・施設リサイクル見学会を行いま
した。
この時期にしては多少涼しい小雨模様の日でしたが、98 名の
方が参加され川崎市の（株）クレハ環境、キリン横浜ビバビレッ
ジ、東京ガス「環境エネルギー館」の 3 箇所を訪問しました。
（株）クレハ環境では、汚泥・廃油・廃酸／アルカリ・廃プラス
チック・金属屑・がれき・有害産業廃棄物等のリサイクル処理を
見学、キリンビバビレッジではビールの製造工程を見学し、その
後つくりたてのビールを試飲、東京ガス「環境エネルギー館」で
は、訪問中の小学生と一緒に展示見学、クイズ問題に挑戦し楽し
みました。

玉川学園町内会・第８地区のみなさんへ
防災訓練に参加しましょう

日

時：９月１５日（日）午前９時００分～１１時３０分
（雨天決行）
訓練会場：南大谷小学校 校庭・体育館（上履き・靴入れビニ
ール袋を持参）
訓練内容：避難所の開設と被災者の避難収容訓練、防災機器使
用訓練

防災勉強会が開かれました

－防犯防災部―

本年度第一回「防犯勉強会」が、６月１１日、さくらんぼホ
ールで開かれました。
今回は町田消防署警防課長・高山幸夫氏を講師にお迎えし、
「災害から学ぶもの」というテーマでお話しをうかがいました。
高山さんは、福島第一原子力発電所事故の際に、国からの要
請を受けて東京都から派遣された「緊急消防援助隊」の主力部
隊「第六消防方面本部消防救助機動部隊」
（立川ハイパーレスキ
ュー隊）の統括隊長として、福島第一原発第３号機への注水活

資源回収の報告

-環境部-

６月の回収は１０２．７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

キリンビール横浜工場
製造工程の見学

動の指揮をとられた方で、今回の講話では、そのときの経験談を
中心に、資料・映像を交えながら、災害救助には常に予期しない
危険が伴うこと、この危険を冷静に判断
して二次災害を極力防止しかつ災害救助
の成果を収めるためには、現場の人たち
の強い仲間意識と団結力が欠かせないこ
と、そしてそのような仲間意識と団結力
を作り出すためには日頃の訓練がきわめ
て重要であることなどについて、わかり
やすく解説して下さいました。
警防課長 高山幸夫氏

７月定例幹事会（７/２）報告-総務部下記の議事項及び報告事項が承認されました
審議(議案)事項
１．敬老会の開催について
２．２０１３年度フラッグアート協賛金
３．池袋防災館・防災体験学習（7／20）
４．
「スタンドパイプ」の購入について
５．玉川学園商店会夏祭りへの助成金

裏面にも各種の案内・お知らせがあります。

㈱クレハ環境の焼却炉中央
制御室見学

６．町内会掲示板の増設について
７．憩いの椅子増設について
８．
「市長と語るミニ懇談会」
９．
「ごみカレンダー配布の予約」
報告事項
１．
「支部長研修懇親会」の報告
２．
「リサイクルセンター見学会」報告
３．
「建築協約・さくら協議会」報告
４．健康チェック(骨密度測定ほか)

＊一部ずつお取りください。
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町内会事務所の夏休み

ことしも骨密度測定を実施しました
６月１６日（日）町田市いきいき
健康部協力の下、さくらんぼホー
ル で 健 康 チ ェ ッ ク を 実 施 しま し
た。当日は雨模様にもかかわらず、
１００人もの参加者があり、チェ
ック結果に一喜一憂されていまし
た。
チェック内容は昨年とほぼ同一でしたが、棒反応（俊敏チェ
ック）が加わりました。骨密度測定は利用申し込みが多く、一
つの団体で毎年実施することは出来ません。そのため今回は、
玉川学園・南大谷町内会自治会連合会主催での開催となり。２
年連続で実施することが出来ました。

棒反応(俊敏チェック)

骨密度を維持するには？

藍染と笑顔のフラッグアート

－青少年部―

今年も南大谷中学校・小学校脇の恩田川遊歩道にフラッグア
ートを展示します。南大谷中学校は藍染で町田の夜空を、南大
谷小学校は開校４０周年の笑顔を、テーマに制作したフラッグ
アートです。
皆様お揃いでお楽しみご覧下さい。
展示期間

：

２０１３年７月１日～７月２５日

町内会事務所は８月９日(金)から８月１５日(木)まで
夏休みのため閉鎖いたします。
緊急連絡

鎮目会長 ☎710－2703
三浦副会長 ☎729－1068
松香副会長 ☎723－4161

スタンドパイプ操作訓練
６月２２日(土)、南大谷小学校脇広場に
おいて、町内会自主防災隊員を中心とす
るスタンドパイプ操作訓練が、町田消防署
の指導の下で行われました。
スタンドパイプ・ホース
スタンドパイプは、震災などで消防車の
など放水装置一式
救援が期待できない場合、あるいはそもそ
も消防車が入れないような狭隘地域で火災が発生した場合に、道路
等に設置されている地下式消火栓とホースを簡単に接続して放水す
ることができる器具です。
比較的に軽量ですので女性や元気な高齢者なら持ち運びが出来ま
すし、消火栓が使えるところならどこでも運んで放水することが出
来ます。当日は参加者全員が交代で実際の放水を体験しました。
この器具は有効性が非常に感じられますので、玉川学園町内会で
もスタンドパイプのセットを購入して各地区に複数配置し、地域の
安全をより良いものにして行く方向で計画を策定中です。

私たち町内の消防団が優勝！！
玉川学園地区を担当し、合同総合防災訓練にもご協力頂いている
町田市消防団第一分団第五部が、６月３０日の町田市消防団操法大
会において、見事、優勝いたしました。この後４年に１度の東京都
大会に出場します。私たち町内を守ってくれる彼らの活躍を応援し
ましょう。

なお、町田第五小学校の制作は１０月、展示は１１月と年明け
１月に予定します。日程は後日ご案内いたします。

商店会 夏祭りの開催日が決まりました
恒例の「玉川学園商店会夏祭り」
（町内会後援）の日程が決まりました。
日時は次の通りです。にぎやかな催しを、お子さん、お孫さんとともに、
大いにお楽しみ下さい。
◎ 玉川学園［北口］商店会夏祭り（駅の北側商店街）
7 月 2６日（金）、2７日（土）各 18：00～
◎ 玉川学園南口商店会夏祭り（駅の南側商店街）
8 月 ２日（金）、 ３日（土）各 18：00～

＊フラッグアートは２０１３年度町田市「つながりひろがる地域支援事業」
です

第６地区 地区会のお知らせ
８月１８日(日) 10：00～12：00
こすもす会館 ①防災訓練
②「近隣の支えあい」の取り組
み他。

（終了予定時刻は、北側商店会、南側商店会のいずれも 21:00 です）

お詫びと訂正
前号に掲載した「地区別防犯・環境パトロール実施予定表」のうち第五、六地区分
について、曜日の誤りがありました。第五地区：１２／１８日は誤りで、正しくは１
２／１９日です。また、第六地区：
「第２土曜日」は誤りで「第４土曜日」です（正し
い予定日は６／８・２２；７／１０・２７；８／１４・２２；９／１１・２８；１０
／9・26；11／13・23；12／11・28；1／8・25；2／12・22；3／12・22
となります）。ご迷惑をおかけしましたことをお詫びし、訂正させていただきます。
切り取り線

平成２５年度敬老会（９月１６日）出席申込書
８月１０日までに本申込書を班長さん(月当番)へお渡しいただくか、町内会事務所(または事務所郵便受け)にお届けください。
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