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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

環境部からの報告
１）第３回環境委員会の開催：3 月 1 日（日）10：00〜11：
30。さくらんぼホールで開催されます。環境委員の方々には、後
日、葉書で連絡します。
２）憩いの椅子の設置：新築された 2 階建ての玉川学園食堂ビル
ディング沿いの道路に面する緑地（花壇）に、
「憩いの椅子」１脚
の設置が市役所道路管理課から認められました。そこで、再度、
「玉ちゃんバス」の停留所のそば、急な上り坂の上りきったとこ
ろ、および玉川学園北側商店街の北側の歩道に、
「憩いの椅子」の
設置を道路管理課にお願いしましたが認められませんでした。理
由は、条例ではなく、法律で、道路上に物を置いてはいけないこ
とになっているということでした。しかし、現実には、バス停の
そばや、上り坂の上の場所に、椅子がすでに設置されている場所
がありますので、もうしばらく、交渉を続けてみるつもりです。
３）資源物集積所の移動：資源物集積所を移動する場合、町田市
役所 3R 推進課がこの移動に関係している場合には、市役所から
資源物を回収している（有限）大興資源に連絡が入ります。しか
し、町内会の皆さんの了解だけで移動した場合には、必ず町内会
事務所（042-725-0438）に届けるようにしてください。町内
会事務所から（有限）大興資源に連絡します。最近，この移動に
関して，資源物回収にトラブルが発生していますので、よろしく
お願いします．
４）桜の木の伐採：1 月２０日（火）
、道路補修課で、玉川学園７
丁目の一方通行の道路（町田市道 163 号線）の歩道に立ってい
る２本の桜、
「町田 0163-R-001（腐朽空洞率 71.9%）」と「町
田 0163-R-004（腐朽空洞率 32.1%）
」を根本から伐採すると
の説明を受けました。切断後に桜の幼木を植えて欲しいと依頼し
ましたが、東京都では歩道幅員 3ｍ以上において植樹桝を設ける
ことができるとのことで、歩道幅員が 1.5 m しかない現状では、
不可能とのことでした
５）建築協約について：1 月 15 日（木）の午後 6 時から、さく
らんぼホールにおいて、玉学 2 丁目の土地（1283.52 m2）に 8
軒の戸建てを建てることに対して、設計業者・事業者と、近隣の
住民の方々ならびに市民団体の方々（19 名）との、建築協約に
－防犯防災部―
町内会の第１地区から第８地区で、昨年末の１２月２３日（火）
から２９日（月）までの間に「年末特別警戒パトロール」が実施さ
れました。各地区あわせて延１０回、１４５名もの多くの方が参加
されました。「火の用心、戸締り用心、火の用心」拍子木カチカチ!!
各地区で工夫を凝らしての夜間パトロールでした。駐在所のお巡り
さんが参加した地区や、町田警察署署長さんと町田防犯協会長さん
が来訪され記念品を頂き記念撮影をした地区もあります。また、あ
る地区では多くの子供さんが参加され元気いっぱいの声でパトロー
ル、大人の寒さも吹っ飛びました。終了後、ささやかなお菓子がプ
レゼントされ、
「次はいつやるの？」の声に大笑いした、和やかな楽
しいパトロールとなりました。皆様のパトロールのお蔭もあり、新
しい年を無事迎える事が出来ました。パトロールに参加して頂いた

-環境部-

１月の回収は９９．０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

皆様有難うございました。今年も町内の安全安心の為に、防
犯・環境パトロールを続けて行きたいと思いますので、一人で
も多くの方の参加をお願いいたします。
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広報部からのお知らせ
インフルエンザが流行っています。寒
く、空気が乾燥するとインフルエンザウイ
ルスの活動が活発になるそうです。２月、
３月は町内会行事も「餅つき体験会」「ふ
るさと寄席」「春の健康ウォーキング」な
ど計画されています。健康に注意をしなが
ら、どうぞふるってご参加ください。楽し
い行事になるよう、町内会幹事も工夫をし
ています。
(藤本)

裏面にも各種の案内・お知らせがあります。

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

基づく話し合いの場を設けました。業者からは、500 m2 以上
の土地造成は市の許可が必要であり、その許可を得たので、今
回は土地の造成に関する説明をしたいとのことでしたが、住民
の方々からは、建築に関する要求も多く出されました。業者側
は、提案された要求や質問は、住民の要求によりもう１回、話
し合いの場を持つこととなりました。
６）資源物の回収について：１月３０日（金）は玉川学園地区
の資源物（古新聞、古紙、古着、段ボール）回収日でしたが、
雪が降りました。この前日に、（有限）大興資源から，積雪量
が多い場合には、資源物の回収およびビン・カンを入れるカゴ
の設置は不可能との連絡が入っていました。残念ながら、この
ような場合、会員の皆さんに連絡する方法がありませんので、
今後、積雪・台風などにより、資源物回収日に支障が出ると予
想される場合には、ご自身で判断されて、資源物集積所に資源
物を出さないようにして下さい。集積所に出された資源物は、
次回の回収日まで放置されることになってしまいますので、よ
ろしくお願いします。
７）
「まちだ景観ワークショップ 2014」の開催について：３
月７日（土）10：00〜16：00、町田市役所庁舎１０階にお
いて、このワークショップを開催するという通知が、町田市役
所地区街づくり課から届いています。10：00〜「屋外広告物
について学ぼう・町歩きのコツを知ろう！」という「講演」が
あり、11：00〜「町田駅周辺を歩いて、面白い広告物や魅力
的な広告物を探してみよう」という「まち歩き」があり、13：
30〜「どうしたら景観がもっと良くなるか」などの「意見交
換会」が予定されています。応募方法は 2 月 2 日〜2 月 23
日までにイベントダイヤル（042-724-5656）で申し込ん
で欲しいとのこと。先着 30 名を募集しています。詳細は町田
市のホームページ＜http://ｗｗw.city.machida.tokyo.jp/＞
を参照して下さい。
8) 水道管の取り替え工事：東京都水道局が水道管の取り替え
工事を行うと、町田市役所３R 推進課からきています。
工事場所：玉川学園 4 丁目 24 番地先から 14 番地先まで
工事期間：平成 27 年 1 月 14 日〜10 月 27 日
工事時間：＜昼間作業＞ 9：00〜18：00

年末特別警戒防犯パトロール

資源回収の報告

玉川学園町内会

２
月
号

実

施 日

１２月２6 日(金)
１２月２９日(月)
１２月２５日(木)
１２月２６日(金)
１２月２６日(金)
１２月２８日(日)
１２月２７日(土)
１２月２７日(土)
１２月２６日(金)
１２月２３日(火)

実施時間

参加人数

１８：００～１９：００
１８：００～１９：００
２１：００～２２：００
１５：００～１６：００
１９：００～２０：００
１８：００～１９：００
１９：００～２０：００
１９：００～２０：００
１９：００～２０：００
１９：００～２０：００

２月定例幹事会（２/3）報告

８名
９名
２３名
６名
１２名
１０名
18 名
２３名
１1 名
２５名
１４５名

-総務部-

下記の協議事項が承認されました
議案審議
１．平成２７年度総会「議事次第」ならびに
平成２６年度事業報告、２７年事業計画について
２．総会議長・副議長及び会計監査（２名）の選出について
３．総務部人員増について
４．消防協力費の集金方法について
報告事項
１．「ふるさと寄席」について ２．「餅つき体験会」について
３．春の健康ウォーキングについて 4.会計ソフト購入について

＊一部ずつお取りください。
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フラッグアート活動報告
―青少年部―
協働による町づくりを目指す「玉川学園・南大谷地域フラッグ
アート実行委員会」の総会は、１月２８日(水)に１６名の参加を得、
南大谷中学校図書室で開催されました。６年目の活動は、新規企
画「玉川大学フラッグアート教室」から始まり、南大谷小と町五
小の児童を対象に、南大谷中美術部の生徒と玉大の教授及び学生
たちの指導のもとに、地域の大人たちも加え総勢１００人を超え
たビッグイベントとなりました。例年通り、南大谷中１年生、町
五小４年生、南大谷小５年生によるフラッグの制作総数は、１０
０枚となり、駅前商店街歩道及び恩田川遊歩道での展示も１０回
実施しました。
次の世代を担う子どもたちとの「多世代間交流」の場作りを、
これからも続けて行きたいと思っています。
フ今
風ラ年
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地区会からの報告
第５地区で新年会開催
第５地区会は、２月１日（日）コミュニティセンター第 2～3
会議室を会場にして午後 2 時過ぎから新年会を開きました。当初
は地区委員向けに２ヵ月前倒しの「一年間ご苦労さん会」を予定
していましたが、入学試験の付き添い、体調不良などで欠席する
委員が出たこともあり、急遽、過去 10 年間の幹事、支部長、防
災隊長などの経験者や新規転入の方まで参加者を広げる新年会
と、趣旨を変更しての開催となりました。
まず、田中地区長から２時間の会合とする、議事次第は省略す
る、最初の 20 分程を使って２つの議題とわが地区にとり重要な
意味を帯びるであろう１つの出来事について簡単に触れる、と会
の進行についての説明かありました。
第１の議題は、現在市役所が行っている「見守り支援ネットワ
ーク調査」の中間結果が出たのでそのデータに基づいて、松香光
夫・町内会副会長がこの新制度の狙い、今後の展望などにつき要
約的に解説しました。
第２の議題は、「第５地区の現行７支部制の再編案」について。
地区長より、なぜ今この問題に取組む必要があるか、という観点
からの説明がありました。その骨子は、今後の地区会運営を支部
レベルにまで下げ、
“暮らしの場での地区活動”にしたい、その結
果地区委員の選任を少しでも容易にしたい、その実施にあたって
は「支部領域の変更」が必要となってくるのでは。
先ほど触れた「1 つの出来事」とは、鎮目会長が体調不良で検
査入院されると、１月の常任幹事会の席上話されたことから、地
区活動を活発化して結束をしたいとの呼びかけが地区長からあり
ました。
ここまでで約 25 分間の第４回地区会は終了し、新年懇親会に
移りました。この時点で参加者は 35 名。今年度の地区活動の参
加動員数が 12 月末現在年間ペースで 200 人を超える勢いとなっ
ていることをうけ、大寒の寒い時期に「1 年間ご苦労さん会」を
開くことを決めた、との裏話を披露しました。さらに和田隊長、
古海副隊長には１年委員として天変だったはずとその労をねぎら
いました。
会場は参加者の大声の会話でうるさいほどでした。しかし、居
住暦 20 年は当たり前、30 年以上も大勢のため昔話で話題は尽き
ない様子でした。
午後４時 20 分となり、地区長が閉会にあたり、私たちが路上
で会話できるのは町内会コミュニティという共通の土俵があるか
らで、これからもこの土俵をお互いの努力で強めたい、と話しま
した。

２０１５玉川学園“雛めぐり”
玉川学園小さなギャラリー会主催・玉川学園“雛めぐり”が、
開かれます。１２ヶ所のギャラリーそれぞれの企画に加え、寄せ
られた手づくり雛も展示されます。皆さんも、それぞれのお店を
巡りながら、ゆっくりお楽しみください。イベントや体験教室も
用意されています。（案内パンフレットは玉川学園前駅や、参加ギャ
ラリーなどに置いてあります）

３月４～５日の２日間は、
玉川学園購買部ギャラリーに
「手作り雛コンテスト」全応
募作品が展示されます。
そして３月５日(水)１５時には、
応募作品より選ばれた玉川学園町
内会賞をはじめとする１０の賞の
発表と授賞式が行われます。
期 間 ２月２０日(金)～３月３日(火)
休 み ２月２５日(水)
時 間 午前１０時～午後５時
＊雛めぐりツアー(参加無料)
３月１日(日)午前１０時・午後１時３０分 出発
玉川学園前駅北口階段下に集合してください。

第６地区会

実施報告

開催日時：１月１７日(土)１３時~１５時 こすもす会館ホール
出席役員：東急台支部 10 人 つつじが丘支部 7 人 幹事 5 人 計 22 人

◇平成２７年新春の地区会、冒頭、斎藤地区長より「現役員体
制で地域課題と取り組んできた９ヶ月間、改善・前進したことも
幾つかあり、新しい本年は昨年以上に「支え合い」の心を広げ、
『やればできる』と肝に銘じ、地区内の課題と向き合っていきま
しょう」と挨拶がありました。
◇次いで、この１年間の取組みを振り返り、高齢の方々から要
望のあった路上石段に手すりを設置する件、玉ちゃんバス停脇の
足もとの悪い草むらの整地舗装化の件など町田市に要望した４
件の事案が、いずれも解決実現したこと。また若いお母さん方か
らの「児童公園の遊具を補充して欲しい」との要望も受け入れら
れ、年度内に設置の工事が行われる見通しになったことなどが報
告されました。こうした取り組みを通して、地区内の課題は切実
に感じるその当該地域の主体的な働き掛けが解決の力になるこ
とを改めて確認することが出来ました。
◇地区会開催当日の１月１７日は２０年前、阪神淡路大震災が
起きた日。町内会の防犯防災部長で地区幹事の服部知行さんか
ら、６地区独自の取組みとして４回目の「防災講習会」を２月７
日（土）午後１時からこすもす会館で開催する旨、提起がありま
した。「ＡＥＤ ・ 心肺蘇生」の取り扱い訓練、道路上の消火栓
を使用して公園に放水する「スタンドパイプ」の活用訓練…「こ
れらの訓練は繰り返し体験することが重要で、この機会に一人で
も多く参加しましょう」と呼び掛けがありました。
また年の暮れに行われた「歳末パトロール」は、子供８名を含
む２３名が参加…「火の用心/戸締り用心/火の用心」と拍子木を
叩きながらの元気な声がご町内の夜空に響き、世代交流の良い機
会になったことも併せて報告がありました。
◇このあと、町田市の高齢者アンケート調査（現在回収中）の
データ化作業を経て「見守り声かけ」を希望する方を地域で見守
る『見守りネットワーク』…６地区はＥブロック東玉川学園１・
２・３丁目に属し、あんしん連絡員と民生委員さんとで取り組ん
でいる今の体制をより強化するための話し合いを重ねて行くこ
とが報告されました。具体的な見守り・声かけが地区内でスター
トすると、
「あんしん連絡員」
（現在６地区は１５人）の中でも『積
極的な見守り』に参加して下さる方々のご協力が必要です。（会
議終了後、あんしん連絡員登録１名申請あり）◇以上、全体会を
終えて、このあと東急台文部、つつじが丘支部と支部ごとの分科
会に移り、それぞれの支部内の連絡事項・検討課題を討議。さら
に来期４月以降の支部役員体制について
意見交換し、３月中頃をめどに具体的に詰めて行くことになりま
した。

