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「玉川学園ふるさと寄席」のお知らせ

文化部

―

笑いの絶えない玉川大学出身者による落語会（第 2 弾）を下記の要領で行いますので、ぜひご家族やご近所の方たちをお誘いのうえお越
しください。つきましては、参加ご希望の方は、申込書に氏名、住所等を明記のうえ、申込み締切日までに、
町内会事務所までお申込みください。申し込み用紙は裏面にあります。
１ 日
時
平成 27 年 2 月 21 日（土） 13 時開場、13 時半開演
２ 場
所
さくらんぼホール
３ 出 演 者
林家木久蔵（はやしや きくぞう）<プロフィール>昭和 50 年東京生まれ。
玉川大学在学中の平成 7 年、父・林家木久蔵（現・木久扇）に入門し、きくおに。
平成 19 年真打に昇進し 2 代目木久蔵に。中学・高校も玉川学園。
4 月のふるさと寄席から
古今亭駒次(ここんてい こまじ) <プロフィール>昭和 53 年東京生まれ。玉川大学卒業後、
平成 15 年、古今亭志ん駒に入門し、駒次に。平成 19 年、二つ目に昇進。
三遊亭日るね（さんゆうてい ひるね） <プロフィール>昭和 53 年三重県生まれ。玉川大
学中退後、平成 20 年、三遊亭歌る多に入門し、多ぼうに。平成 25 年 6 月、二つ目に
昇進し、歌も女から日るねに。
４ 構
成
三遊亭日るね（開口一番・古典もの）→古今亭駒次（新作・鉄道もの）→中入り
→トークショー（3 人で。司会・木久蔵。主に玉川学園の街についてのおしゃべり）→林家木久蔵（トリ・古典もの）
５ 入 場 料

1,000 円（応募者多数の場合は抽選になりますが、当落は必ず連絡いたします。）

６ 申込締切日

平成 27 年 1 月 30 日（金） <町内会事務所必着（Fax でも可）>

（当選された方は、当選ハガキに記された指示に従って入場料 1,000 円をご持参のうえ町内会事務所までお越しください。）

昇仙峡の紅葉見物バス旅行は無事終了しました―成人部―

歳末特別防犯・防災パトロール予定表
１地区

１２月２６日（金）１８時〜１９時
１２月２９日（月）１８時〜１９時
玉園台児童遊園集合

２地区

１２月２５日（木）２１時〜
都民銀行前集合

３地区

１２月２６日（金）１５時〜
１９時〜
３丁目児童公園集合
（昨年と異なり昼、夜ともにパトロール）

４地区

１２月２８日（日）18 時〜
防災倉庫前集合
（クリスマスプレゼント付き）

５地区

１２月２７日（土）１９時〜２０時
防災倉庫前集合

６地区

１２月２７日（土）１９時〜２０時
東急台入り口バス停集合
（お子さんにはお菓子袋のプレゼント）

７地区

12 月２６日（金）１９時～
７丁目児童公園集合

８地区

１２月２３日（火）１９時〜２０時
無窮会坂上 坂井宅脇（８−１８−１２）

資源回収の報告-環境部１１月の回収は 108．９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
＊「資源ごみ収集の休み」 ㈲大興
資源が年末年始休業のため、12/31
～１/３資源ごみ収集はありません。

１１月１２日、朝方の玉川学園上空は生憎の曇り空でしたが、甲信地方は昼前か
ら晴れとの予報を信じて、午前７時３０分定刻に昇仙峡に向け出発し、帰着は午後
６時２０分でした。
車内は当初こそ静まり返っていましたが、愛川 IC に入るや会話も弾みだし、その
後はいかにも町内会バス旅行らしい雰囲気となり、親睦•交流を図るというこの行
事の目標は達成できたと思います。
午前１０時過ぎに予定地で下車した頃にはどんどん晴れ間も広がり、参加者には
昇仙峡のハイライト箇所である２キロの紅葉路散策を満喫していただきました。
参加者の中には大変ご高齢の方も見受けられましたが、体調不良、坂道での転倒
などもなく、秋の景色を堪能しました。
甲府観光といえば直ぐ昇仙峡•武田神社を思い浮かべるほど知名度が高いため、
行き先決定時には果たしてバス２台分の応募があるのか不安視する向きもありまし
た。ところが、「町内会だより」９月号の戸別配布が始まってから最初の１週間で
早くも定員オーバーの人気となりました。多数のご応募に感謝します。
申し込み総数は１９６（重複申し込みは１と換算）で、そのうち当選者は９４人
で倍率は２倍を超えました。当選者の内訳は、夫婦ペア２４組、友人ペア１０組、
単身２６人でした。
これに、参加者の
世話係として成人
部から３人、副会
長１人が加わり、
総勢９８人の楽し
い日帰り旅行とな
りました。

広報部から

１２月定例幹事会(１２/２)報告

-総務部昔、母方の祖父母の家で「としとり」という宴会があった。
１２月３１日の夜、親戚の者や偶然訪れた近所の人まで参加の大 下記の審議事項が承認されました
１．落語会開催の件（２／２１）
宴会。それがおわると全員が１歳年を取って新年を迎える。
２．消防協力費の集金方法について
風呂に入っていてふと水が飲みたくなった。手をむすんで蛇口
３．事務所コンピューターの新規購入に
から飲んだ。とたんに祖母が風呂で水を飲ませてくれたことを思
ついて
い出した。そして、つぎつぎと。愛され大切にされていたことを
思い出した。楽しい思い出がたくさんある。湯船に浸りながら、 報告事項
１．中央幼稚園・さくら保育園・ころころ
思い出にしばらく浸っていた。（前田）
児童館総合避難訓練(12/9)の支援に
皆様よいお年を！
（広報部一同）
ついて

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。

平成 2６年１２月１５日発行

「餅つき体験会」のお知らせ

志ん輔師匠の話芸を堪能

―青少年部―
実施日時
平成２７年２月１４日（土）
１２：００〜１３：００
実施場所
玉川学園コミュニティーセンター前庭
餅つきは開始時間の少し前から始めます。
大勢の皆さんの参加をお待ちしています。

―

文化部

―

好天に恵まれたいい夫婦の日（11 月 22 日）に開催しました「古今亭
志ん輔独演会」は、弟子の古今亭始さん（二ツ目）から開口一番に「湯屋
番」を、そして古今亭志ん輔師匠より「宮戸川（みやとがわ）」と「文七
元結（ぶんしちもっとい）」の二席を熱演していただきました。この後、
始さんの音頭による志ん輔師匠の名入の手拭いがもらえるジャンケン大
会も和やかに行われ、来場の皆様は楽しいひとときを過ごされたのではな
いかと存じます。
志ん輔師匠の話芸にいつしか酔い
しれ、笑いと涙のうちに幕とさせて
いただき、無事に独演会を終えるこ
とができましたこと、ご報告させて
いただきますと同時に足をお運びい
ただきました皆様方に厚く御礼申し
古今亭志ん輔師匠
上げます。

クリスマス子供の集いのお知らせ
―青少年部―
実施日時

平成２６年１２月２０日（土）
１０：００～１１：３０
実施場所 さくらんぼホール
サンタさんも来るよ！ みんな来てね…

環境部からのお知らせ
１）玉川学園前駅北口のケヤキについて
10月27日（月）、町田市役所の道路補修課で、駅の北口の
タクシー駐車場内に生えているケヤキの木の幹の腐食が進ん
でいるようなので、これまでの樹木医とは違う樹木医による検
査を実施する予定であること、および枝を伐採しなければなら
なくなったあとの、ケヤキの保存方法についての説明を聞きま
した。そして、他の市や町で、保存すべき木々をどのようにし
て保存しているかの写真を見せてもらい、２mくらいの太い幹
だけの木が保存されている例も見ることができました。玉川学
園町内会の皆さんの、この木に対する深い思い入れを考慮し
て、最もよい保存法を市役所が考慮しようとしてくれているの
には感銘しました。私は、玉川学園の学生や町内会の人たちの
安全を考えて、ケヤキの根本からの伐採が最良と主張していた
のですが、目から鱗が落ちるような思いにかられた次第です。
なお、樹木医の検査は11月15日（土）に実施されました。
２）掲示板をガラス戸式掲示板に取り替え
この取り替え作業が、１カ所を除いて、11 月末までに完了
しました。これからは、掲示板に貼付してあるビラが、風で吹
き飛ばされたり、雨で見にくくなるというようなことはないと
思います。
３）ごみカレンダーの未配布について
これまで、未配布と言う連絡が入った家々に、環境部幹事が
５０部ほどを配布しました。１１月半ば以降は未配達のクレー
ムは来ていません。
玉川学園にある４不動産会社に、ごみカレンダーを４０部ず
つ配布します。これによって、新たに玉川学園地区に住むよう
になる方々がズムーズに資源物を集積所に出していただける
と考えているからです。なお、東玉川学園用のごみカレンダー
は、町内会事務所とコミュニティーセンターに少数が残ってい
るだけですので、今年は不動産会社へは配布できません。
４）住居表示板の書き換えおよび交換
現在、各地区における「住居表示板」の設置場所と数を調べ
ることを、各地区長にお願いしているところです。今後、これ
らが確定したら、どのような表示板を作成するかを町内会とし
て、どのような表示がよいか検討していきます。

防犯勉強会が開かれました―防犯防災部―
１１月１８日（火）１８時より、さくらんぼホールにおいて防犯勉強
会が開催されました。町田警察署生活安全課から河口係長、成田さん。
町田市防災安全課から遠藤係長、赤城さん。町田第五小学校の樋口校長
先生、久保副校長先生と町内会自主防災隊、防災委員の方々他総勢４３
名の多くの方が参加されました。
初めに三遊亭小游三師匠出演のビデオ「振り込め詐欺の手口」を見て、
色々な種類の詐欺やだましの手口の対応法を学びました。今年度（昨日
現在）の町田警察署管内の振り込め詐欺の被害は、発生が５３件で被害
額はなんと１億６４００万円にも上ります。未遂も発生が５３件で被害
相当額が１億５０００万円にも上るそうです。また、警察の河口係長は、
当日もこの玉川学園で発生した事件を担当されたそうです。高齢の女性
が銀行から２００万円を下ろすのを銀行員が気付き、被害は未然に防ぐ
事が出来たそうです。身近なところで多くの「振り込め詐欺」が発生し
ていることが実感されます。
市役所の遠藤係長からは、防犯パトロールの大きな効果や防犯グッズ
についての話があり、町田市の治安状況の報告がありました。町田市の
治安はかなり良くなっており、都内の２６ある市の中で、良い方から１
１番目の犯罪発生件数だそうです。また、昨年度の玉川学園１丁目から
８丁目の犯罪発生は、６１件で凶悪犯罪は無く、侵入盗が８件で自転車
盗が一番多く、公然わいせつも発生しているとの事でした。
この後、多くの質疑応答がありました。質問の中に「防犯カメラの設
置の希望について」がありました。防犯カメラの設置に補助金は無く、
費用対効果の判断も難しく簡単に付けることは出来そうもありません。
ただし、小学校の通学路には、５年以内に１校当たり５台が設置される
ことが決まっています。最後に、女性の参
加者からご自分の詐欺の体験談があり、警
察の対応への感謝と電話機への録音機器の
取付の大きな効果の話がありました。
次回も有意義な勉強会を開きたいと思い
ます。

１１月１３日「防火のつどい」で、
「火災予防業務の推進に協力」した
として町田消防署長から感謝状を受
けました。

切り取り線

平成２７年２月２１日 「ふるさと寄席」参加申込書

受付番号

参加ご希望の方は、必要事項を記入し１月３０日(金）までに、町内会事務所郵便受けに投函するか、７２５－０４３８にＦＡＸして
下さい。
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