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開いています

2016 年秋の日帰りバス旅行参加者募集 -成人部秋を満喫、
を満喫、長瀞コースと
長瀞コースと歴史を
コースと歴史をめぐる、注目の
歴史をめぐる、注目の

平成 28 年度「東京防災」学習セミナー -防犯防災部地震やその他の災害における避難所運営活用について

世界遺産の富岡製糸工場見学コース
世界遺産の富岡製糸工場見学コース 2 つのコース
今年も町内会会員様の親睦を兼ね、日帰りバス旅行を下記の要領で実施致
します。会員の皆さまご家族・友人をお誘いのうえご参加ください。
今年は幅広く多くの会員が参加いただけるよう休日と平日の２回に分け
計画致しました。どちらに参加されても結構です。但し片方のみの参加とな
ります。お好みのコース
お好みのコース ① か ② を選びお申込みください。

■実施日、行き先：
①11 月 16 日(水曜日)
曜日)
富岡製糸場（世界遺産）
こんにゃくゼリー手作り体験(こんにゃくパーク)

避難所運営の手順と方法
10 月 15 日(土)13：
)13：30～
30～15：
15：00
於：さくらんぼホール 参加無料 予約不要
東日本大震災では、多大な被害の発生に伴い、非常に多
くの方が避難所へ避難し、避難所のあり方や運営体制に多
くの課題が残りました。それらの課題解決に向けた様々な
取組事例を紹介しながら、避難所に集まる全ての方の協力
のもとで、地震やその他の災害における避難所運営に活用
できるよう、基本的な手順と方法を示します。
[ディスカッションテーマ例]
ディスカッションテーマ例]
・開設直後、次いで 1 日後の状況など段階に応じて予想され
る避難所運営に係る問題点と対応について
・複数の避難所についての比較検討から、自分の地域の避難
所にふさわしい準備事項や運営要領について
・女性の視点から考える避難所運営マニュアルについて等

②11 月 20 日(日曜日)
曜日)
長瀞散策・ライン下り・うどん作り体験(長瀞)

■集合時間：(
集合時間：(①②両日)
①②両日)
8 時 50 分(出発時間 9 時 00 分)
都民銀行玉川学園支店前(※雨天決行 ※帰宅は午後 6 時を予定)

ぜひ、ご参加ください。
募集人数：①、②とも各
45 名で計 90 名(多少の増減は考慮します)
募集人数
参加費：①…3,500
参加費
円 / ②…3,000 円(小学生以下半額)
申し込み：10
月 17 日(月)午後 4 時までに町内会だより９月号裏面の申し
申し込み
込み用紙に必要事項を記入して、町内会事務所にお届けください。
※申込者が定員を越えた場合は抽選。(当選者のみ通知)
※当選者は 11 月 1 日(火)～11 月８日(火)[土・日・祝日はお休み]までに
町内会事務所に参加費を添え、申し込み手続きを完了してください。
※旅行当日の日程については申し込み完了(参加費納入)時にお渡しします。

エコフェスタの開催
エコフェスタの開催 -環境部エコを楽しく学ぼう!
エコを楽しく学ぼう!資源を生かす暮らしの工夫がテーマ
資源を生かす暮らしの工夫がテーマ
10 月 2 日(日)、限られた 資源を生かそう 暮らしの工夫をテーマに
「第 25 回 町田エコフェスタ 2016」が下小山田町のリサイクル文化セン
ターで開催されます。
昨年は 20,000 名の市民が参加してフリーマーケット、多くのブース、
模擬店などいずれも大振わいでした。
本年も環境部が主催するスタンプラリーを始め、

見る！下水がきれ
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リユース！
おもちゃの
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2016 年度町田市総合防災訓練 -防犯防災部-

ろ水機、バルーン投光機を稼動
8 月 28 日(日)に町田第五小学校で、避難施設開設運営訓練
を開催しました。
町田市指定職員の皆様と自主防災隊を中心に、炊き出し(ア
ルファ化米)、仮設トイレ(ドント・コイ)設置、給水(ろ水機、
バルーン投光機の動作確認)の 3 つの訓練を行いました。
当日は、聴覚障害者のための手話通訳と筆談具(ホワイトボ
ード)を使用した伝達訓練も併せて行い、より実践的な訓練と
なりました。町田市防災安全課の皆様、ご参加の班長の皆様、
お疲れ様でした。(ろ水機等は 9 月 25 日(日)の合同総合防災
訓練で展示します)

合同総合防災訓練に参加しましょう
9 月 25 日（日）9：00～12：00
町田第五小学校
※イエローペーパーなどをご覧ください。

9 月定例幹事会

(9 月 6 日)

-総務部-

鶴見川源流バスツアー
(当日先着受付)
等々多彩なプログラムが用意されて
います。楽しみながらエコを学ぶ
よい機会です、交通の便はあまり良く
ありませんが一見の価値はあると思います、ふるってご参加下さい。

下記の審議事項が承認されました
1. 「資源とごみの収集カレンダー」の支払いについて
2. 車椅子購入について
3. 秋の親睦日帰りバス旅行について
4. 第１地区活性化予算の使用について

健康チェックが開催されました -成人部資源ごみは

資源回収の報告 -環境部７月３１日（日）に
さくらんぼホールで健康
チェックが開催されました。
骨ウェーブ測定、俊敏性
チェック、体脂肪測定、肌水分測定、握
力測定、手洗いチェッカー、食育クイズ、
お箸を使っての丸球移動、の健康チェッ
クの他、保健予防課の保健師さんから「骨
粗しょう症予防」の講話がありました。
当日は日差しの暑い中、６８名の方に参加いただきました。サポーターの
方のご協力もいただき、無事に終えることができました。

8 月の回収 95.2 トン

■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

お問合せは町内会事務所または
大興資源 045-929-4813 まで
資源物の不正な抜き取りを
目撃した時は
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下さい。
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夏まつり、ご協力ありがとうございました
まつり、ご協力ありがとうございました -青少年部-

秋の子どもまつりのご
秋の子どもまつりのご案内
のご案内 -青少年部-

子供たちと「昔あそび」しませんか
供たちと「昔あそび」しませんか?
と「昔あそび」しませんか?

可愛い笑顔をたくさんみることができました。

第３０回秋の子どもまつりを開催致します
商店会北口は７月２９日(金)・３０日(土)、商店会南口は
８月５日(金)・６日(土)に町内会の私達も元気な楽しい街づ
くりのお手伝いとして参加いたしました。色々なお店が立
ち並ぶ賑わった歩行者天国の中で、新調した町内会と玉川
学園南大谷地区協議会の２つのテントを拠点に、けん玉コ
ーナー、お菓子、ヨーヨー、抱っこちゃん風船のプレゼン
ト(北口)、そして、すいか割り(南口)などで子どもたちの可
愛い笑顔をたくさんみることができました。
この夏まつりは消防団をはじめ、多くの団体の方、近隣
の皆様のご協力のもと「ふるさと街づくり」の恒例のイベ
ントとして定着できるものと、あらためて感じました。

チャレンジ 30

10 月 16 日(日)

あそび王に
おれはなる!!
!!
おれはなる

10 時～14
時～14 時
町田第五小学校校庭
(雨天時体育館)
雨天時体育館)

北口 だっこちゃん風船の
プレゼント

子どもたちと一緒に昔遊びを！
ご参加・ご協力をお願い致します。

地区社協・地域懇談会においでください
-玉川学園地区社会福祉協議会-

地域の問題は地域で解決へ

南口 すいか割り

夏まつりに町内会も積極参加しました！
まつりに町内会も積極参加しました！
例年、町内会は夏祭りのお手伝いをしていますが、今年は昨年発
足した地区協議会が事業テーマの一つとして「夏祭り支援」を掲げ
たこともあり、ネーム入りのしゃれた小テント４張りを拠点として
参加しました。歩行者天国のための玉ちゃんバスのルート変更手続
きに加え、祭り支援金の増額、準備から後片付けに関わるなど積極
的に参加しました。町内会と商店会が良好な関係を持つことが街の
活性化につながるとの感を強く持ちました。
記
副会長
前野 紀夫

ゴミカレンダーの配布 -環境部-

玉川学園地区社会福祉協議会では、地域の皆さんの困
りごとを知り、ともに解決に向かうため「地域懇談会」
を開催します。日頃お困りのこと、こう出来たら良いと
いう問題についてアイデアを出し合いましょう。
■問い合わせ 玉川学園地区社協 電話：810-2062
[第 1 回]
10 月２日(
月２日(日) 午前 10 時～
こすもす会館

[第 2 回]
10 月 9 日(日) 午前 10 時～
さくらんぼホール

空き巣、タバコのポイ捨て迷惑駐車について -広報部-

９月中旬より配布します
月中旬より配布します
■空き巣対策について
「2016 年 10 月～2017 年９月版」のゴミカ
レンダーを昨年同様(株)トラストスピード社によ
り９月中旬より配布します。配布するカレンダーは
「玉川学園」あるいは「東玉川学園」のいずれかで
す。配布されていない場合は町内会事務所かコミュ
ニティセンターに取りに来ていただくか、町内会事
務所にご連絡下さい。再配布します。

■タバコのポイ捨て対策について

＜空き巣に入りやすい家＞
７丁目で吸殻が頻繁に落ちていて、ま
・留守であることがわかりやすい・死角がたくさんある
た火が消えていないときもあり火事
・２階によじ登れるような足場がある・防犯設備がない
になる心配がある。
・入りやすそうな窓がある・近所にひと気がない
>>>貼り紙や、看板などで注意するか、
>>>貼り紙や、看板などで注意するか、
■防犯窓ロックなど窓周りの防犯用品をつける。
それでもなくならない時は、駐在所に
■防犯カメラ、屋外センサーライトをつける。
連絡して下さい。
不審者、不審車、などを見かけたらすぐに通報してください。

ほんの十年前まで、こ
の 町にはノ ラ猫が たくさ
ん いました 。彼ら は痩せ
て いて、ぼ さぼさ の毛を
し 、人を敵 と思っ てにら
み をきかせ ていま した。
そ して朝は 生ごみ を荒ら
し 、夜にな ればギ ャーギ
ャ ーと大騒 ぎをし ていた
ものです。
しかし今、ノラ猫の数
は格段に減りました。人

の 暮らし と猫の 健康を心 配する この
町 のボラ ンティ アさんた ちのお かげ
です。ノラ猫がむやみに増えないよう
に処置を施し、里親を見つけたり、ま
た は半ノ ラの地 域猫にし て食事 の世
話 やブラ ッシン グまでし たりし て下
さっています。
こ うし て人に 愛情を かけ ても らえ
るようになった猫たちは、人を仲間と
思うようになり、お行儀も愛想もよく
なりました。彼らの姿に癒される町の
人も少なくありません。と同時に、ノ
ラ 猫が及 ぼして いた人の 暮らし の問
題 が減少 しつつ あること にもふ と気
づかされるのです。
「おはよう」とあいさつすれば「に
ゃ～ん」とこたえてくれる。そんな彼
らと出会えるお散歩を、私も日々楽し
んでいます。
文・画 村山尚子

キ リ ト リ

✂

2016 年秋の日帰りバス旅行参加者募集 申込日：10
申込日：10 月 17 日(月)午後 4 時まで

成
地区名

※申込者が定員を越えた場合は抽選。(当選者のみ通知)
※当選者は 11 月 1 日(火)～11 月８日(火)[土・日・祝日はお休み]までに町内会事務所に参加費を添え、申し込み手続きを完了してください。
※旅行当日の日程については申し込み完了(参加費納入)時にお渡しします。
支部名

会員氏名(ふりがな)

年齢

ご住所

お電話

参加日

