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平成２８年度・玉川学園町内会定期総会が開催されました

平成２８年度・玉川学園町内会定期総会が風雨の強い中、４月１７日（日）１３：００から
「さくらんぼホール」で開催されました。出席会員は１６９名でした。
総会では２７年度事業報告、決算報告があり。続いて２８年度事業計画案、予算案など全ての
議案が承認されました。
また、今年度は役員改選の年で松香会長ほか３０名の新役員と会計監査２名が選出されました。
(本年で退任なさる役員のみなさん本当にご苦労様でした。これからも町内会活動にご協力を
お願いいたします)
なお総会における議題・詳細については６月発行予定の「たまがわがくえん町内会広報」１２７
号と「町内会ホームページ」をご覧ください。

今年度の総会風景

「いのこ児童公園」などにスタンドパイプが設置されました
４月２日（土）に、第１地区にある「いのこ児童公園」に新し
い収納箱に収められたスタンドパイプが設置されました。町内会
では数年前から、各地区にスタンドパイプを２台配布してきまし
たが、その保管場所は防災倉庫となっていました。防犯防災部で
は、各地区の分散した場所で、なおかつ出来るだけ消火栓の近く
に設置する事を検討してきました。ここにきて各地区の皆様のご
努力で設置場所が新たに決まってき
ました。第４地区と第５地区では既
に個人のお宅の敷地内で保管して頂
いています。第７地区では、やはり
４月２日に八昭印刷（株）のご厚意
で敷地内に設置することが出来まし
た。また、４月９日には第２地区で
東京都民銀行のご厚意で駐車場の奥
いのこ児童公園のスタンドパイ

の植え込み内に、第６地区では、東急台支部の中央の掲示板
横の道路上に設置することができました。
スタンドパイプは、災害時に発生した火災に対し地域の住
民が消火に当たる際の大きな力となる道具です。しかしなが
ら、まだその認知度は低く使用方法も知られていません。出
来るだけ多くの人に、スタンドパイプを知り、関心を持って
頂くためにも、今回の設置は大
いに役立つことが期待されます。
町内会では、今後も各地区の
設置台数を増やし、広い地域を
カバーできるようにして行きた
いと考えています。
いつ来るかわからぬ大震災。
しっかりと心の準備をしましょ
う。
東急台支部に設置のスタンドパ

プ

イプ

「手作り雛コンテスト」開催
３月５日玉川学園購買部ギャラリーで開かれていた「手づくり
雛コンテスト」へ。この町にお住まいの方々が作られた雛人形四
十数点を鑑賞しました。
ひとくちに雛人形といっても、素材やモチーフはさまざま。ち
りめんやフェルトを使ったやわらかなものもあれば、ガラスや陶
器で作ったかっちりしたものもあります。動物たちがおすましし
て座っていたり、目鼻のついた瓢箪
が陽気にならんでいたりも。また「
つるし雛」（町内会長賞受賞作）、沢山
のパーツがシャンデリアのごとく垂れ
下がっているものなどはとても豪華。
十人十色どころではない四十数点四十
色の作品が一堂に会するその華やかさ
は、春の気候ともあいまって、気分を
町内会長賞受賞つるし雛

資源回収の報告

-環境部-

３月の回収は 1１６.４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
＊ 不正回収を目撃した時は、日時、
場所、回収車の車両番号などを町内会
事務所までお知らせください。

―防犯防災部―

明るくしてくれました。
こういったコンテストが開かれるのも、この町が“文化”
を大切にしているから。それはギャラリーの多さからもわか
ります。人はパンのみでは生きられません。きれいなものを
見てうっとりしたり、かわいいものに触れて微笑んだり、そ
ういった心のゆとりが、日々の暮らしを続けていくパワーに
なります。
この町の方々にはぎすぎすしたと
ころがなく、おしゃべりをしている
と、いつもほっこりとした気持ちに
なります。こういった文化がいつま
でも受け継がれていくといいなと感
じます。
来年のコンテストではどのような手づくり雛にお目にか
かれるか、今から楽しみです。
（投稿・イラスト、第３地区 村山尚子様）

広報部からのお知らせ
広報部を担当して４年。私の担当は今号をもって最
終号となります。慣れない広報活動の中で、毎月の「町
内会だより」を無事発行してまいりました。その中で
は、１２月開催のクリスマス子どもの集いを「２月」
と書いてしまったり。「町内会広報」では、中止にな
った「ふるさと寄席」を印刷が間に合うよう予測記事
で、盛況のうちに開催と掲載して、会員の皆さまにお
叱りを受けたりしました。
今後は、新部員により間違いのない「町内会だよ
り」
、
「広報」
、
「ホームページ」で町内会の活動をお知
らせしていきます、宜しくお願いいたします。
（藤本）

裏面にも各種の案内・お知らせがあります。

４月定例幹事会（４/５）報告
-総務部-

下記の協議事項が承認されました
１．ふるさと寄席開催について
２．防災マップの不足分補充について
３．第４地区 防災倉庫備品購入につ
いて
４．紙紐の購入・配布について
５．総会の準備・運営について

＊一部ずつお取りください。
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ています。また、コスモス会館およびさくらんぼホールでは、
利用者数の増加などに伴い管理運営業務が質量共に増加して
玉川学園コミュニテイセンター(旧･文化センター)、さくらんぼ いるにもかかわらず、協力していただける方の数は減少傾向に
ホールと共に、玉川学園･東玉川学園地域のコミュニテイ集会施
あります。 そこで、今回、「こ
設として地域活動の拠点となっている｢こすもす会館｣が、3 月
すもす会館」と「さくらんぼホー
18 日に開館 20 周年を迎えました。
ル」の管理運営の業務内容を会員
平成 8 年に開館以来、玉川学園町内会と東玉川学園睦会の協働 の皆様に改めてご案内し、とくに
による自主運営で今日に至り、木々に囲まれた静かな環境の中、 施設近隣の皆様（「こすもす会館」
町内会自治会の集会場として、また音楽、絵画、手芸、料理教室、 は主として第６～８地区の方々、
会食会、そろばん教室、太極拳、ヨガ、健康体操などなど幅広い 「さくらんぼホール」は主として
活動の拠点として利用され、この 20 年間の延べ利用者数は 50
花壇の綺麗なさくらんぼホール
第１～５地区の方々）のご協力を
万人を超えました｡また最近では、国政選挙地方選挙の投票所に
お願いすることにいたしました。
もなっています。
両施設の主要な管理運営業務は以下の通りですので、いずれ
これからも、より多＜の地域住民が利用する、地域の中規模集 かの仕事にぜひともご協力賜りますようお願い申し上げます。
会施設として、活用が望まれています。
（１） 「（施設）委員会委員」
なお、このたびの｢20 周年｣の節目
施設の管理、利用の調整、利用のための環境整備などに
に当たり、｢こすもす会館 20 周年だ
関する基本方針の検討と策定（定例会は年１ないし２回）
より｣というカラー印刷のパンフレッ
（２）
受付担当
トが制作発行されました。町内会の回
利用申し込みの受付（週一回、こすもす会館は月曜、
覧資料として添付回覧されました。
さくらんぼホールは火曜のいずれも午前９時頃から約
パンフレット内容は「町内会ホーム
２時間程度。手伝って下さる方が何人かいらっしゃる場
ページ」でもご覧いただけます。
合は当番制になりますので、月に１回か２回の仕事にな
ります）
こすもす会館・さくらんぼホール
（３）
施設内外の清掃・環境整備担当
からのお願い ！！
施設内外の汚れや破損箇所を点検し、清掃、修理（専
門家でなくてもできる範囲のものについて）を行う（各
「こすもす会館」
（１９９６年３月開設）
、「さくらんぼホール」
週 ま た は 月 １回 ）。 さ く らん ぼ ホ ー ル は、 こ の ほ か
（２００３年４月開設）は、ともに町田市が設置する中規模集会
に花壇の花の世話をして下さる方も募集しています。
施設ですが、その管理運営は地元住民の自主的な活動に委ねられ
ており、地域住民から選出された「（施設）委員会」を中心に、多
※「手伝ってみようかな」、
「話を聞きたい」、
「様子を知りた
数の地元の皆様のボランティア「協力員」のお力添えを得て運営 い」と思われる方は、お手数ですが、こすもす会館の場合は月
されています。
曜の午前９時～１０時頃に、さくらんぼホールの場合は火曜の
玉川学園町内会は、
「こすもす会館委員会」、
「さくらんぼホール 午前９時～１０時頃に、会館またはホールまでお越し下さい。
施設委員会」にそれぞれ７名の委員を出すことになっています。
この委員は、従来、町内会幹事が兼任してきました。しかし、近
皆様のおいでを仲間が待っています！！
年、町内会の仕事の範囲と量が増加し、幹事の兼任は難しくなっ

｢こすもす会館｣が 20 周年を迎えました

｢玉ちゃんサービス｣試行スタートから 5 ヵ月
『たいへん助かりました』と利用者から感謝の声が
日常生活上のちょこっとした困りごと（下期参照）をサポートする、玉川学園地区
社会福祉協議会(地区社協)の新しい取組み｢玉ちゃんサービス｣が、昨秋試行スタート
し、5 か月が経過しました。これまでに 21 件の申し込みがあり、そのうち 11 人の
方が利用されました。利用待ちの方が４名、シルバー人材センターなどにつないだ方
が２名います。利用された方のおひとりは｢一人暮らしで腰を痛めており、ちょっと
したことも不自由で、今回お手伝い頂き、大変助かりました｡』と、協力して下さっ
た方に心から感謝していました。
この｢玉ちゃんサービス｣を進めていくためには、協力者、コーディネーターのはた
らきが欠かせません｡地区社協では、新たな｢支え合い｣の取組みにー人でも多くの
方々にご協力･ご参加して欲しい、と呼びかけています。
◎依頼内容◇掃除･片付け ◇花苗植え込み ◇不燃物出し ◇衣裳ケース整理 ◇
布団クリーニング ◇洗車 ◇子守り ◇調理補助 ◇落ち葉掃き、など
お問い合わせは地区社協まで（Tel & Fax 042-850-9908）

玉ちゃんバス南ルート・開通２か月経過

！！

玉川学園コミュニティバス推進委員会
地域のコミュニティバス（玉ちゃんバス）南ルートは２月１日に開通しましたが、
停留所の確保が不十分であることが主な原因と
なって、乗客数が少なく、初めの１か月の乗客
は、１台あたり２名という結果となりました。
一方で、住民の皆さんからも停留所増設の強い
要望が出て、住民、町田市、町田警察署の協力
も得ながら、数か所の増設の方向で調整を行っ
ています。一部は道路の補修も含まれることか
ら、時間的なズレも生じることになりますが、
ご期待下さい。

新年度が始まりました－総務部―
会費の徴収にご協力下さい。
支部長さん、班長さんが集金に伺います。
町内会費

：年間

２，０００円

＊町内会加入のお誘い
玉川学園町内会の会員数は、平成 2８年
度入会者数は 3 月 31 日現在 3,99９世
帯です(商店会会員４世帯含む)。
※ご近所に引っ越してこられた方や、
まだ町内会に加入なさってない方がいら
っしゃったら、加入をお勧め下さい。

ふるさと寄席のお申込みはお済ですか
平成２８年５月２２日（日）
１３時開場、１３時半開演
さくらんぼホール 料金は 1,000 円です

玉川学園・南大谷地区協議会
ニュース

Vol. 3 の発行

昨年７月に発足した同地区協議会のニ
ュース第３号が発行されました。地区協議
会は、地域の課題を、町内会のような単独
の組織でなく幅広い協議を通じて解決し
ていこうというものです。2016 年度の総
会は５月 25 日に予定されています。
詳しくは協議会ニュースをご覧下さい。

