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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
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町田市玉川学園 2-19-5
Tel/Fa：042-725-0438
E-mail:t-chounaikai194@bz03.plala.or.jp
http://tamagawagakuen-chonaikai.net

「敬老会」開催のご案内
・・・ご参加をお待ちしています

－高齢者部－
本年のアトラクションは、ボランティアサークル『メロディ～』の皆さんと昭和 30 年代の懐かしい歌を一緒に楽しむ参加型アトラ
クションです。ウクレレとキーボードのハワイアンを基調に、懐かしい昭和 30 年代の歌を楽しみましょう。もちろん歌詞カードも用
意しております。ご参加をお待ちしています。
日
時：平成２７年９月２１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１７年９月末日までにお生まれの方）
申し込み：裏面の出席申込書に必要事項を記入の上、８月７日（金）までに町内会事務所
（または事務所郵便受け）へお届けいただくかＦＡＸ送信してください。支部長
さんにお届けいただく場合は８月５日（水）までにお渡しください。
ボランティアサークル
申し込みをされた方には、後日案内状をお届けします。
『メロディ～』さんの演奏風景
注意事項：・ご参加は会員及び会員と同居の親族に限ります。・食事等のみの受け取りはできません。
・車椅子をお使いの方で参加をご希望の方は特記欄に「車椅子使用」とご記入ください。別途ご相談させていただきます。

「防災連絡会」が開催されました

－防犯防災部－

６月９日（火）１８時より、さくらんぼホールにて「防災連
絡会」が開催されました。町田第五小学校の樋口校長先生、南
大谷小学校の西岡校長先生、第一住宅自治会の福井会長、興人
自治会の福田会長、玉川学園町内会の松香会長をはじめ周辺自
治会の皆様、玉川学園町内会の役員、自主防災隊長、防災委員
合わせて４８名の方が参加されました。来賓の方々の挨拶に続
いて、町田市防災安全課の渡邊係長から８月３０日の町田市総
合防災訓練についての案内があり、同じく安全課の遠藤係長か
ら相変わらず多くの被害が起きている「振り込め詐欺」への対
応について話がありました。
当日のメインは昨年に引き続き、町田消防署警防課・齊藤課
長さんのお話です。
○火災の発生状況について
平成２６年度の町田市の火災発生件数は１２５件（前年１２
１件）、消失面積は１,９１３㎡で都内ワースト１（同４４０㎡）、
死者は６名で都内ワースト１（同５名）
、成瀬のマグネシウム火
災が大きく影響していると思われます。ほぼ３日に１回の割合
で火災が発生しています。また、玉川学園地域の火災発生件数
は２件（同４件）、消失面積は０（同８１㎡）、死者は０（同１
名）でした。

玉川学園前駅北口の大ケヤキについて

また、玉川学園地域の平成２６年の消防の出動回数は、火災
２件（平成２２年から２６年までの５年間の計２２件）、救助等
２６件（同９５件）、危険排除０件（同２６件）でした。
○救急車の出動について
町田市の救急車は、本署２台、各出張所１台の計７台です。都
県を超えて出動する消防車とは違って町田市には、東京消防庁の
救急車しか来ません。都県境にあり南北に細長い町田市には、大
きな問題です。都内では、救急車の出動が４２秒に１回あり、通
報から到着までの時間は平均７分５４秒掛かっています。平成２
１年は、平均６分１８秒だったので１分半ほど遅くなっているこ
とになります。また、救急搬送の程度割合は、軽傷（入院を要し
ない）が５２％（町田市５５％）、中傷（入院を要する）が４０％
（同３９％）、重傷（生命の危険を伴う）が８％（同６％）です。
救急車が必要かどうか判断出来ない場合には、
「救急受診ガイド」
電話＃７１１９を是非使って欲しいとの事です。
○土砂災害警戒区域について
町田市には、土砂災害警戒区域指定箇所が、特別警戒区域１６
３箇所、警戒区域が８６１箇所。町田市は、東京都による土砂災
害警戒区域等の指定が終了した地区から「土砂災害ハザードマッ
プ」を作成し配布することになっています。
このように非常に重要なお話がプロジェクターを使って解りや
すく説明されました。齊藤警防課長ありがとうございました。

―環境部―

町田市役所道路補修課から大ケヤキに関するこれまでの処置
に関する報告がありました。その要約は以下の通りです。一通り
の処置は完了したので、今後は経過を見守って行きたいとのこと
でした。なお、詳細は「玉川学園町内会」のホームページをご覧
になってください。
2014 年 8 月、このケヤキに異常が見つかりました。
2014 年 9 月と 12 月の 2 回、専門家（樹木医）による樹木
診断を実施しました。その結果、車道側と中央の枝については、
「腐朽」が進み、折れや落下等の危険性が高くなっていることが
明らかとなりました。
2015 年 3 月 18 日、安全確保を目的として、枝折れ、落下
等の危険性が高くなっている車道側と中央の枝を切除しました。

資源回収の報告

-環境部-

６月の回収は 106．５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

045-929-4813 まで

枝を切除したことによって、幹に直射日光が当るようになりま
したが、これによって生じる可能性のある「幹焼け」を防止す
るため「幹巻き」を行いました。
また、幹には「胴枯病」（病名については
未確定）と思われる症状が進行していますが、
これを抑制することを目的として「泥巻き」
を行いました。「泥巻き」は、樹木が生育し
ている場所の土と泥を塗りつけ、その上側に
幹巻きを行う処置方法です。この処置は、リ
ンゴ生産農家などで［腐らん病］対策として
行われてきており、効果が確認されているものです。効果に
対する正確な原理は明らかとなっていませんが、土壌中微生物
の活動や外部との遮蔽によって、病原となる菌類の蔓延を抑制
することが期待できるものです。

広報部からのお知らせ
７月に入り、ほとんど太陽を見ていません。
我が家の栽培中のトマトも色づきません･･･
また、天気図を見ると日本の南に、勢力の強い
台風が三つも日本を窺っています。この「町内会
だより」が皆さんのお手元に届く頃、台風の影響
もなく、玉川学園商店会の夏祭りを楽しみたいと
思います。
（藤本）

裏面にも各種の案内・お知らせがあります。

７月定例幹事会（７/７）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」開催について
２．
「体脂肪・骨量測定器」購入について
３．玉川学園両商店会夏祭り助成金について
４．秋の健康ウォーキング実施について
５．２７年度合同防災訓練について
６．資源物集積所のごみ収集看板について

＊一部ずつお取りください。
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健康チェックを行いました

－健康づくり推進員―

去る６月２１日（日）、ＡＭ８：３０～１１：００にこすもす
会館にて、健康づくり推進グループ主催の健康チェックを行い
ました。
当日は、小雨にも拘わらず、２８名の方々に参加していただ
きました。また、市の保健師さんから「骨量と栄養」に関して
の講話があり。各々、ご自身の健康内容を理解し確認をして、
お帰りになりました。
今後は、さくらんぼホールとこす
もす会館とで、交互に開催していく
予定です。

俊敏テスト

新茜台支部住民交流会開催
～２７世帯４０人の方が参加してくれました～
第１地区新茜台支部
“まずは顔合わせ”を合言葉に新茜台支部の住民交流会が６月２０
日、いのこ公園で開催されました。最初に玉川学園駐在所の野村巡
査部長から最近のこの地域の治安の話、パトロールでの注意点が話
されました。
その後、新茜台地区のパトロール（清掃と消火栓の確認）へ出発、
いのこ公園の清掃、そして交流会。あっというまに終了予定の時間
がきてしまいました。最後の交流会の時には続々と人が集まって、
用意した飲み物が足りなくなりそうでひやひやでした。
交流会では各班別に出席者の紹介が行われ、その後は方々に談話
の輪ができて沢山の方が“顔合わせ”することができました。また、
第五小学校の生徒さんと父母の方（３５人）が公園の清掃に応援に
駆け付けてくれて、小学生との交流もできて大変楽しい会でした。

骨量測定

「こすもす会館」にＡＥＤが設置されました
―防犯防災部―
６月３０日（火）
「こすもす会館」にＡＥＤが設置されました。
町内会第６、７、８地区には、駅周辺を除きＡＥＤが一台もあ
りません。
「こすもす会館」はこの地域の中心部にあり、大変多
くの方が利用されているのでここにＡＥＤを設置して欲しいと
の声が多くありました。町内会では、資源回収の特別会計より
資金を出し設置することになり、６月３０日「こすもす会館」
の玄関横に設置することが出来ました。使用することが無いの
が一番ですが、万が一の時にはぜひ活用して
ください。
町内会の各地区では、心肺蘇生とＡＥＤの
使用法を学ぶ「救命救急訓練」を出来るだけ
多く開催して行きます。機会があればぜひ参
加してください。

玉川大学フラッグアート教室

－青少年部―

野村巡査部長の話を聴く

いのこ公園の清掃

住民の顔合わせ

お祭り前に パトロール
みんなで、夏祭りを安全で楽しいものに！

―第３地区―

第３地区は夏祭りの初日に合わせて、次の日程でパトロールを行います。
７月２４日（金） 15：00～16：00
７月３１日（金） 15：00～16：00

集合解散場所 ３丁目児童公園 注）お祭り会場ではありません
お祭りに行く前に、夕涼みがてら防犯パトロールをしましょう。
地区外の方も、お気軽にご参加ください（事前予約不要）
参加者全員にボトルウォーター １本 進呈
ほかに、防犯グッズ、夏っぽいグッズなどを差し上げます（数量限定）。

町内会事務所の夏休み
町内会事務所は８月８日(土)から８月１６日(日)まで
夏休みのため閉鎖いたします。

開催日時
２０１５年８月２日(日)11：30～15：30
場
所
玉川大学３号館 美術教室
実施の概要 小学生、中学生、大学生、地域の方が一緒に
フラッグアート作りを楽しみます。当日はオ
ープンキャンパスの日です。
作品展示

事務所閉鎖中の緊急連絡先は下記です。
緊急連絡先

松香会長
渕 副会長
斎藤副会長
前野副会長

☎723－4161
☎725－2167
☎722－7578
☎728－9561

商店会 夏祭りの開催日が決まりました

玉川学園南口商店街
８月下旬(約２週間)

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 2４日（金）、2５日（土）各 18：00～
(小学生以下のお子さんにお菓子と風船を差し上げます)
◎ 玉川学園南口商店会夏祭り（駅の南側商店街）
７月３１日（金）、８月１日（土）各 18：00～
(スイカ割りゲーム・賞品＜スイカかお菓子＞)
（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）

昨年の玉川大学フラッグアート教室制作風景
風景

切り取り線

平成２７年度敬老会（９月２１日）出席申込書

敬

８月７日までに本申込書を町内会事務所(または事務所郵便受け)にお届けいただくかＦＡＸしてください。支部長さんにお届けい
ただく場合は８月５日（水）までにお願いします。
《支部長さんは８月１７日（月）までには町内会事務所（または事務所郵便受け）へお届けください（ＦＡＸでも結構です）》
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