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町内会だより

６月号

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

玉川学園町内会
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

玉ちゃんバス・南ルートのバス停を増設します
2016 年 7 月 16 日(土)から 3 ヶ所増設します
(6)松見ヶ丘尾根

(7)松見ヶ丘東

(8)無窮坂上

2016 年 7 月 16 日(土)から玉ちゃんバス南ルートの玉川学園 8 丁目
の松見ヶ丘東側尾根付近にバス停を 3 ヶ所増設することになりました。
これより、昭和薬科大学を含む東玉川学園や南大谷の地域の皆様がご利
用しやすくなると期待しております。なお、玉川学園 7 丁目にもバス停
増設を進めております。
バス停を設置するには、地域の方々のご協力が必要です。
今後ともご協力をお願い致します。

熊本地震被災地に義援金を届けました

健康チェック・骨量測定のご案内

６月３日玉川学園町内会からの義援金を町田市に届けました
町内会だより５月号でお知らせした玉川
学園町内会からの義援金 100 万円(小切
手)を、６月３日に松香会長、前野・大山
副会長で、日本赤十字社(石阪丈一町田地
区長、福祉総務課立ち会い)にお届けしま
した。
同時に４月総会時に募金箱に集まった
義援金(17,184 円)もお渡ししました。

※ 参加無料 ※

日：2016 年 7 月 31 日(日曜日)
時：9 時 30 分 開場(受付は 12:00 まで)
場所：玉川学園 「さくらんぼホール」
参加費：無 料

健康チェック項目

-環境部-

資源とゴミ出前講座と町内会の仕組みと環境部の事業・業務について
５月２２日(日) 10:00～12:00 さくらんぼホールにて新環境委員を中心に５０
名の参加を得て２８年度第１回環境委員会を開催しました。
第一部は市役所３R 推進課による“資源とゴミ出前講座”で講演とビデオにより町
田市のゴミ焼却の歴史、２０２０年新焼却炉の稼働開始までに１０年比可燃物４
０％削減を目指しプラスチック系廃棄物の資源化、雑紙の資源化を例にして解り易
く講演頂きました。
第二部は町内会の仕組みと環境部の事業・業務に
ついて、環境委員の仕事について、善意の傘の維
持、防犯環境パトロールへの積極的参加、資源物
置場の維持管理、…等々ちょっと堅苦しい話とな
りましたが一年間の活動を有意義にすべく、熱心
に聴いてもらう事が出来ました。

「地区社協」
総会に参加して

玉川学園町内会・健康づくり推進員

昨年に続き、今年度も「健康チェック・骨量測定」を玉川学
園町内会主催で実施を致します。
今回も町田市いきいき健康部の協力をお願いして行います。

☆Ⅰ

平成２８年度第１回環境委員会を開催しました

-成人部-

骨ウェーブ測定

俊敏性チェック

手洗いチェッカー

新しい測定器!!
手首の(トウ骨)の
超音波測定

長さ 50 センチの
丸棒を落下させ
瞬時に把握する
ものです。

専用のローション
を手の全面に塗布
して手洗いをし、洗
い残りをチェック
します。

骨量測定
測定は素足で行い
ますので、測定時
のストッキング等
の着用はご遠慮く
ださい。

体脂肪測定

肌水分測定

握力測定

体内の脂肪の
割合の測定。

皮膚の水分量
を測定。

右手・左手の
握力を測定。

☆Ⅱ 健康に関する講話
町田市いきいき健康部の保健師さん、栄養士さんの講話
を予定しております。

「地区社協」の呼称で親しまれている玉川学園地区社会福祉協
議会の定期総会が５月１５日（日）さくらんぼホールで開催さ
れた。
総会には町内会から議決権を持つ者として参加したが、結成後

資源回収の報告

-環境部-

5 月の回収 113.6 トン

6 月定例幹事会
(6 月 10 日)

-総務部-

６年を迎え、福祉関係の交流活動、相談活動、広報活動に地道
な努力をされている様子が伺えた。
・
「玉ちゃんサービス」活動は仮稼働との事であるが、
「地区協
議会」等とうまく連携して行けば、地域の中で充実して発展す
る素晴らしいシステムである。
・諸々の事情で新事務所に移転するとの事であるが、収支バラ
ンスを拝見するとこれまでの経験、ノウハウを生かしての費用

電話&FAX

042-810-2062
メール
mtgsyakyo@gmail.com
ホームページ

対効果のある運営が喫緊の課題・・・と感じられた。

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。

いずれにしても町内会として「地区社協」は結成以来、深い関

お問合せは町内会事務所または

係を持つ地域団体でもあり、相互に連携して玉川学園の地域福

大興資源 045-929-4813 まで

祉の充実を図る必要がある。折々に情報提供して行きたい。

不正回収を目撃した時は

-記なお、同協議会は 6 月から新事務所
(玉川学園７－５－１１、左記)に移転する

裏面にも各種の案内・お知らせがあります。

副会長

前野 紀夫

日時、場所、回収車の車両番号などを

下記の審議事項が
承認されました
1.町内会ホームページの保守
管理料
2.フラッグアート協賛金
3.支部長研修会の実施
4.防災体験学習の実施

町内会事務所までお知らせ下さい。

＊一部ずつお取りください。

平成 2８年 6 月発行

～「ふるさと寄席」が開催されました～

-文化部-

優しい笑いと驚きの笑いに包まれました
初夏を思わせる５月２２日(日)に、さくらんぼホールで玉川大学出身落語家
林家木久蔵師匠・古今亭駒次さん・三遊亭日るねさん の三人による「第３
回玉川学園ふるさと寄席」が開催されました。日るねさんの「権助魚(ごん
すけざかな)」を皮切りに鉄道好きの駒次さんの「終着駅のエトランジェ」
まで優しい笑いと驚きの笑いに包まれました。続くじゃんけんゲームでは、
会場内は笑いながらも真剣な面持ちで三人の手ぬぐいと木久蔵ラーメンの
景品を競い合って中入りに。
取りは「崇徳院(すとくいん)」の木久蔵師匠。軽妙に玉川学園地域の話題か
ら入って「崇徳院」では腹の底からの笑いを引き出してくれました。
〆は木久蔵師匠に「ふるさと寄席」の由来や今後の思いをお話しいただき、
三本締め。楽しい余韻を抱いてのお開きとなりました。

木久蔵師匠・駒次さん・日るねさん

《ふるさと寄席》とは
学生時代をこの地、玉川学園で過ごした玉川大学 OB の落語家たちが懐かしい故郷、つまり“ふるさと”に戻って
寄席を開くことから“ふるさと寄席”と命名されました。“ふるさとへの恩返し”とか“故郷に錦を飾る”とか言
いますけど、“ふるさと”はその響きと共に良い言葉だと思います。それに、玉大卒業生たちがふるさとを忘れず
に寄席を開いてくれるなどとは嬉しくもあり頼もしくもありますネ。
これからも若い噺家さんたちを応援して行きましょう♪

じゃんけんゲーム☆

いつ も道 の すみ っこ に

いて、背丈も低いツユク

サ。その小さな花に顔を

近づけ、よくご覧になっ

てみて下さい。

涼し げな 青 い花 びら 二

枚に、あざやかな黄色い

リボンのかたちのおしべ

が四つ、そして白くつや

やかな、絹糸のようなめ

しべやおしべが三本。と

ても愛らしいですよ。

しかし、その花は一日限り。朝に開いたと思

ったら昼には閉じ始め、夕にはすっかり閉じて

しまい、もう二度と咲くことはありません。

愛らしい、なのに、はかない……だなんて、

私のこころをくすぐってやみません。

踏切待ちをしている時、ふと線路わきの草む

らをのぞくと、ツユクサの花を見つけることが

あります。

貴重な瞬間に出会えたことをよろこび、私は

思わずしゃがみこんで、花をながめます。

うっとりしたり、写真

を撮ったりなどして

いると、遮断機が上が

ったのにも気づかず、

ついつい向こうへ渡

りそびれてしまうほ

どです。

文・画

村山尚子

第一回防災委員会・自主防災隊長会議

開催

-防犯防災部-

今年度は、防犯防災勉強会や体験会のほか、９月の合同総合防災訓練に
ついては、防犯防災部と自主防災隊とが中心となって運営します
本年度第一回の防災委員会及び自主防災隊長会議が、
５月１５日(日)に、さくらんぼホールで開催されました。
副会長、防犯防災部幹事の紹介・挨拶のほか、
「防犯と環境
は表裏一体」との観点から、三宅俊剛環境部長からもご挨拶

広報部より
洗濯物をどうやって乾かそうか悩む季節になりました
が、そんな梅雨のうっとおしい気分の中で、
カラフルに咲いて心を和ませてくれるのが紫陽花(アジサ
イ)です。紫陽花は、実は花びらに見える部分はガクで、中
央の丸い粒々が本来の花だそうです。また、紫陽花は土壌の
性質や、咲いてから散るまでの間に花の色を変えることから
「七変化」
「八仙花」などの別名もあり、そこから「移り気」
という、あまり良いイメージじゃない花言葉もありますが、
一方、別の花言葉で「元気な女性」というのがあります。
広報部は「元気な女性」たちが中心となって頑張ってい
ますので、これからもよろしくお願いします。
玉川学園町内会のホームページをご存じですか?

をいただきました。
会では、防災委員の活動内容と計画の説明に続き、今年度の
自主防災隊、正副隊長、班長の選出・紹介が行われました。
今年度は、防犯防災勉強会や体験会のほか、９月の合同総合
防災訓練については、防犯防災部と自主防災隊とが中心とな
って運営します。それに先立つ８月２８日(日)の町五小での、
避難施設開設訓練との一体性を持たせ、より充実した防災訓
練となるよう綿密な計画をたて準備を進めます。

http://tamagawagakuen-chonaikai.net/
町内会活動の様子を詳しく掲載していますので、ぜひご覧に
なってください。今後、このホームページをますます充実さ
せていきたいと思いますので、ご意見、ご感想をお寄せいた
だければ幸いです。
( 西 崎 )
※お詫び※
5 月号掲載の「新役員名簿」のお名前が間違っておりました。
副会長:服部知之さん→服部知行さん
文化部部長:菊池隆男さん→菊地隆男さん

