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裏面も各種の案内・お知らせがあります。                        ＊一部ずつお取りください。 

 

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  

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: //www.194-0041.com 

平成 24 年新年を迎えて                                   -会長 山田勝也- 

あけましておめでとうございます。 

皆様には、あたたかいご理解とご協力を賜り、ありがとうございます。 平成 23 年度の事業、及び活動は概ね、計画通り実践し

ております。 昨年 3 月 11 日、東日本大震災は津波と原発事故により未曽有の被害をもたらし 10 ヶ月が経ちました。 

悲しみの記憶は決して消えるものではありませんが、震災を乗り越え復興に向けた取り組みが着実に前進しています。 

18 年前の阪神大震災の都市型災害の恐怖、今回の津波、原発事故の恐怖体験で、私たちは、多くの教訓を得ることとなりました。

そして、自助、共助の重要性を再確認しました。日頃から自分の身を自分で守る自助と、町内会の自主防災隊組織による防災の取組

み、地域の助け合いネットワークづくり(地区社協)など支え合う共助を正面から取り組み、安心して暮らせるまちづくりを目指さな

ければなりません。 我が町内会は、町田市で初めて、玉川学園地区社会福祉協議会を立ち上げ 2 年目の活動を進めています。誰で

もいつでも、助けてと言えるまち、そんなまちをめざし、地域住民みんなの手で育む福祉のまちづくりを進めるものです。 

防災力づくりの活動も一歩前進しています。防災委員の皆さんが池袋防災館に出向き、自分たちのまちの防災マップづくりを研修

しました。又、災害時の情報伝達手段として無線機による地域住民連絡網の構築を始めました。基地局(町内会事務所)と移動局(各防

災隊、消防団、小学校等)15 ヶ所とトランシーバーで情報伝達(通話)体制が整うこととなります。 安心して暮らせるまちづくりを

一歩一歩前進させたいものです。   尚、今年は、おだやかな良い年となりますようお祈り申し上げ年頭のご挨拶とします。 

たのしかったよ クリスマス会                   -青少年部- 
昨年１２月１７日(土)にさくらんぼホールにて町内会青少年部主催の「クリスマ

スの集い」が開催されました。「あったか座」さんによる幻想的なブラックライト

シアターや素敵なハンドベルの演奏、そしてサンタさんの登場に、約 100 名の観

客が楽しいひと時を過ごしました。 

帰りにはお土産のお菓子を貰って、にっこり笑った子どもたちと触れ合うこと

ができました。 

もちつき体験会   -青少年部- 

日時：２月１１日（祝・土） 

午前１１時～午後１時 

＊小雨決行 参加無料 

玉川学園文化センター前広場にて 

昔懐かしい「餅つき体験会」を開催します。 

「きなこもち」「あんこもち」「ごまもち」など、

つきたての温かいお餅がその場で食べられます 

災害時、無線機による地域住民連絡網の構築を始めます -防犯防災部-    

 非常時の情報連絡手段の 1 つとして、東京都からの助成金(100 万円)と資

源回収収益金から(40 万円)とで簡易無線機を購入し、各地区および本部(町内

会事務所)に設置しました。 先日各地区の防災倉庫や他で送受信のテストをし

ましたところ、他と比較し、若干電波の弱い場所もありましたが、通信には支

障なく地域全体に亘る通信網は良好でした。 尚、今後は市役所、消防署、警

察署など公共機関との連絡網を確認しながら、使用方法に慣れ、いざという時

に支障なく活用できる体制づくりを構築したいと思います。 
 

 資 源 回 収 の 報 告   -環境部- 

12 月の回収は１３３．３ﾄﾝでした    

当日朝の 9 時までに出してください 

問合せは町内会事務所 

または大興資源 ０４５-９２９-４８１３  

 

   

広報部からのお知らせ 

初日の出は観れたものの、元旦から

地震もありました。 夏にはロンドン

オリンピック開催されます。 今年も

色々な事がありそうですが、気持ちを

新たにして、災害のない年であること

を祈りたいと思います。 

1 月定例幹事会(1/10)報告 -総務部- 

 下記の審議事項が承認されました 

1. もちつき体験(2/11)の件 

2. 第一地区掲示板設置 

3. 災害時地域住民連絡網の構築について 

4. 消防団第一分団新年会出席の件 

5. 消防団第一分団第５部新年会出席の件 

6. 新規印刷機への入替え 

201１年度 No.10 (1 月号) 

新入学児童入学お祝い  すこやかに学齢期(小学校）を迎えられましたことをお慶び申し上げます。 

平成24年１月末日現在町内会会員で、お子様のいらっしゃるご家庭にお祝いをしています。公立・私立を問いません。 

下記の平成24年度新入学児童お祝い金申し込み書に必要事項を記入のうえ、２月14日(火)までに班長さんへお届けください。 

班長さんは２月20日(月)までに支部長さんへお届けください。なお該当児童がいない班もその旨、支部長さんにご連絡ください。 

支部長さんは２月 21 日(火)の支部長会の時にお持ちください。 

✄ 
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 これからの町内会関連行事のおしらせ 
・ 1 月 21 日：地区社協 講演会・討論会 ：さくらんぼホール 

・ 1 月 22 日：第 1回 ＜オトコも集まる会＞：さくらんぼホール 

・ 2 月 11 日：もちつき体験会：文化センター前広場 

・ 2 月 21 日：支部長会 ：文化センター 

・ 2 月 27 日：交通問題協議会 ：さくらんぼホール 

・ 3 月 4日：環境部会 ：さくらんぼホール 

・ 3 月後半：春の健康ウォーキング 

・ 4 月 22 日：平成 24 年度定期総会 ：さくらんぼホール 

資源物の不正回収(抜き取り)の防止について   -環境部- 

 先月の町内会だよりに、資源物不正回収への対応について述べました。大き

な成果がありましたのでご報告し、抜き取り防止についてより一層のご協力をお

願いしたいと思います。  玉川学園町内会が資源回収を委託している（有）大

興資源には、経常回収(９時から)前にパトロール的回収を試行してもらう事にし

ましたが、12 月 13 の朝８時半頃、７丁目の路上で常習の不正回収車「春日部

400 た 61−40」を発見、停車させて１１０番で町田署のパトカーを呼び、警

察で始末書をとったそうです。摘発第１号ということになります。 

 このトラックには、かなりの古新聞・古雑誌等が載ってっていました。運転手

も町内で集めたことは言いましたが、どの集積所かは特定できませんでした。警

察に被害届を出すには、これが明確でないと意味がないようですから、一歩進め

るには、作戦を立てて、束に集積所番号なり、ところ番地を示す紙を挟んでおく

などすることが必要になります。  その作戦を立てるためにお願いしたいの

は、皆さんが不正回収を見かけた時に、時間を出来るだけ正確に、トラックのナ

ンバーと、集積所のナンバーを町内会事務所にお知らせください。 

（記録・整理のためファックスが有難いです。725-0438） 

 当面はこの情報に基づいて、狙われやすい集積所に防止のための「警告シール」

を貼るようにします（シールは事務所に置いておきます）。このシールが万全と

いうわけではありませんが、住民の意識・関心が高いということを犯罪者に示し

ましょう。その次の段階として警察と組んだ摘発へと進められると思います。 

 

「町田市第 2 次地域福祉計画」について地域福祉部から   － 総務部 － 
メッセージを頂きましたのでご紹介いたします         
                              
玉川学園地区町内会自治会の皆様方には、いつも大変お世話になっておりま

す。 また、市の福祉行政にご理解とご協力をいただき感謝を申しあげます。 

先にお伝えいたしました「町田市第 2 次地域福祉計画」は 2011 年 3 月に完成い

たしました。この計画は、これまでの行政による計画策定から脱して、町内会自

治会が窓口になり、地域の方々が集い、話合いをもって、地域で解決ができる課

題は地域が担う取組みを計画にすることが特徴です。市はその話合いのことを地

区ワークショップとしました。   
玉川学園地区のワークショップを 2010 年 12 月 19 日に、第 2 回目を 2011 年

2 月 5 日に開催しました。町内会自治会の皆様方、地域で活動しておられる方々、

そして、福祉関係の方々など多くの皆様方から活動報告をいただき、また、地域

課題の討論では、大変熱意のあるご発言をいただきました。あらためて玉川学園

地区社会福祉協議会を立ち上げられた原動力を垣間見た思いがいたしました。 
 そこで、11 月 20 日に再度、皆様方にご参集をお願いし、これまでの地区ワー

クショップの経過と、完成した計画の内容をご報告したところで、市からの提案

により、玉川学園地区ワークショップはここでひと区切りをつけさせていただく

ことにいたしました。そのうえで今後、継続して取組めるワークショップの組織

づくりとすすめかたを市と玉川学園地区町内会自治会とで協議させていだだく

ことになりました。そして、市と地域の皆様との協働により、地域課題の解決に

向けて取組む地区計画を練り上げてまいりたいと思います。どうか今後とも宜し

くお願いいたします。 
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「スカイツリーが見えるんですって？」 
冬の空は寒気が加わりますと一段と空気が澄み渡り、この学園の丘

からの視野も開け、近くでは丹沢の山々、遠くは箱根、時には雪の南

アルプスまでも堪能できます。 

今年５月 22 日開業のスカイツリーも、今まで都心のスモッグに遮

られていましたが、このところ良く見えるようになってきました。 

町内会のパトロール中にこんなことを話しましたら、「ホント？ど

こで？」と驚かれました。直線距離として、３０数キロで箱根の山々

より近いのですから見えるのが当然なのです。ただ、樹木があったり、

建物が立てこんでいて見える所が限定されるのです。 

昨年 11 月２２日に展望台入場券の団体受付が始まりましたとこ

ろ、申込が殺到し日に日に注目が増しているということです。 

ところで、玉川学園の丘には元旦の日の出ヴューポイントがあると

いうことですが、新しくスカイツリーヴューポイントの情報を広報編

集室の方にお知らせ頂けないでしょうか。住民の方に迷惑にならない

配慮をしながら紹介できればと思います。 

ＮＨＫの人気テレビ番組「ブラタモリ」ではありませんが、この学園地区の、

いろいろな秘められた知られていない情報を、この欄にシリーズで提供できれ

ばと思います。 

駅前商店街のフラッグアートの展示    －総務部－ 
 
 今年度のフラッグアートをしめ
くくり、駅前商店街の南北歩道に
町田第五小学校と南大谷小学校の
フラッグアート計５６枚が展示さ
れます。 

展示期間は１月 １６日 ～１月３
１日、カラフルなフラッグアート
がとても美しい風景です。通勤、
通学、お買い物、お散歩の折にご
覧下さい。 

フラッグアートは平成２３年度町田市「つながりひろがる地域支援事業」です 

クリスマスコンサート（ハンドベル演奏）が開催されました              -文化部- 

町内会行事の平成 23 年 後の催しとして、クリスマスイヴ(12 月 24 日(土))に玉川学園中学年講堂においてクリスマスコンサート(ハンドベル演奏)が開催さ

れました。「玉川学園ハンドベルクワイア」によるハンドベル演奏は全国的にも有名で、各地からの演奏依頼も多く大活躍中です。ご多忙にもかかわらず玉川学

園生徒のご父兄 (50 名)とともに、玉川学園町内会会員のために格別なご配慮をいただきました。 

入場者 200 名を予定しておりましたところ、予想をはるかに超える申込者となって急遼特別に補助席を 50 席増設して

いただきましたが、なお、60 数名の方にはご希望を満たすことができず、止む無く抽選による入場者選定をせざるをえ

ませんでした。残念ながら選外となられた方には大変申し訳ありません。事情ご勘案のうえご了承を下さいますようお願

いいたします。 当日は、会場いっぱいの入場者で満席で好評を博し大盛況でした。クリスマスソングをはじめ懐かしい

曲の演奏もあり、アンコールとして (きよしこのよる)を入場者全員で合唱しフィナーレとしました。女子学生が重さ 4

キロのハンドベルを自由に操りながら美しい音色を醸しだす技術には、驚きと感激でいっばいでしたし、また、片手でハ

ンドベルを 2 個ずつ持ち、両手でメロディを演出する姿も圧巻でした。ハンドベルの音がべルの外側から発せられるこ

とも知り、大変勉強になりました。  あらためてハンドベルによる演奏の素晴らしさを実感いたしました。前年の礼拝堂

でのパイプオルガン演奏会、今年のハンドベル演奏会と玉川学園本部並びに関係学部の先生方には、2 年に亘りご協カと

ご高配を賜りましたご厚意に対し、心から感謝申し上げます。  

 

参考１：大興資源の回収ﾄﾗｯｸには、緑地に黄色で[資源集団回収実施中]の看板が前部にあります。  

参考２：不正回収車のﾅﾝﾊﾞｰ例は 12 月号に示しました。 近は習志野ﾅﾝﾊﾞｰも見かけるようです。 


