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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 
 

  
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 

玉川学園地区の総合防災訓練が終わりました                    －防犯防災部― 
平成２２年度、玉川学園地区の総合防災訓練は３会場に分かれて開催されました。 

 第１会場 町田第五小学校（８月２２日） 
第２会場 南大谷小学校（９月５日、第８地区） 

 第３会場 成瀬台小学校（９月２６日、第６地区）に、酷暑の中、合計６２３人もの大勢の方が、参加下さいました。 
ご協力有り難うございました。 

  毎日、平穏に暮らしていると、自分の身には災害はふりかからない、と思いがちですが、 
“天災は忘れた頃にやってきます。” 災害に備えた日頃の準備に加え、心構えや行動力を 
身につけるためにも、機会ある毎に、防災訓練などの行事に、進んで参加下さるようお願いします。 

再び リサイクル施設の見学会を開催します                    -環境部- 

去る 7 月 14 日に実施した見学会が好評で、多くの申し込みがありましたが、人数の関係で、やむなくお断りをした方がありました。 
今回同じコースを計画しましたので、どうぞご参加ください。 前回のキャンセル待ちの環境委員、初めての方を優先いたします。 

千葉県市川市東浜にある，家電製品のリサイクルを行っている特色のある施設を見学します。 

見学先： （株）ハイパーサイクルシステムズ・東浜リサイクルセンター （夢の島公園内熱帯植物園・第五福竜丸展示館も見学） 

日 時： 平成２２年１１月２５日（木） 昼食（オリエンタルホテル東京ベイ・洋風バイキング）付き 

集 合： 午前７時３０分 東京都民銀行前付近（17 時３０分帰着予定） 
申 込： 町内会事務所に 11 月 8 日（月）～10 日（水）お申し込みください。結果は 11 月 13 日（土）頃はがきでお知らせします。 

華やかに『敬老会』が開催されました                       -高齢者部- 

 今年度の敬老会は、猛烈な残暑が続く中、暑さ対策が大変心配されました。 

幸い、9 月 20 日（敬老の日）の実施当日は暑さも多少和らぎ、ご出席下さった 153 名

の皆様に楽しいひと時をお過ごしいただきました。 

 食事と歓談の後、町田第五小学校ブラスバンドクラブの演奏をお楽しみいただき、 

続いて、歌手「のこいのこ」さんにご出演いただきました。会場の皆様とご一緒に 

「ふるさと」と「オーシャンゼリゼ」を合唱、楽しいトークと肩たたき体操で体と心を   

リラックスさせ、素晴らしい歌声で懐かしいシャンソンを歌って、敬老会を華やかに盛り

上げてくださいました。 

文化部主催の講演会を開催しました                  -文化部- 

9 月 18 日(土) 13:30～16:00 玉川学園文化センターホールで開催しました。 NHK 大河ドラマ「龍馬伝」に 

一味添える歴史秘話ヒストリア！として竹村紘一先生(歴史作家、歴史研究家)を講師に迎えて『坂本龍馬をめぐる女性 

たち』と題しての講演でした。 謎の多い龍馬の周辺、倒幕及び明治維新に影響を与えた幕末の志士の生き様を、講師 

のユーモアを混ぜての巧みな話術による人物評と、タイムリーな題材に大好評でした。 参加者は、およそ 100 名で、 

男性、女性とも半数ぐらいで、ほぼ会場いっぱいで大盛況でした。 

  駐輪・駐車秩序正常化キャンペーンに 

参加ありがとうございました 
９月２９日（水）・３０日(木)の二日間に亘り、恒例となりました『秋の駐輪・駐

車正常化キャンペーン』が行われました。 一時、大雨のため中断しましたが、地域

の町内会、自治会、 学校、商店会、熟年クラブなどから、延べ３８５名の方々が、

駅の北側と南側で、なごやかな交流を楽しまれながら参加されました。 

 

 新事務員さんに一言インタビュー  

   新事務員のお二人に次の質問に答えていただきました。 

①お生まれはどちらですか？ 

②玉川学園地区にはどのくらいですか？ 

 

佐藤さん ①京都府京都市       ②31 年  

  平野さん ①岩手県水沢市（現 奥州市）②20 年 

資源回収の報告 -環境部- 

９月の回収は47.7 ﾄﾝ（対前年比75.5％） 

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 

 
  

１０月定例幹事会(１０/５)報告 

            -総務部- 
下記の審議事項が承認されました 

１． 幹事研修･懇親会 
２． 第５地区防災マップ修正の件 
 
 その他、資源回収（特別指定団体へ）について 
 経緯･説明・計画について活発な意見交換があり
ました。 

2010 年度 No.７ 

広報部よりお知らせ 

ようやく酷暑も去り、気持ちよい秋にな

ってきました。 今月号は、記事が盛りだ

くさんです。 多くの場所で様々な行事が

開催されています。  

たっぷり秋を満喫しましょう！ 
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ようこそハロウィンパーティーへ 

    ちょこっと仮装 ちょこっとおかし？ 

   昔の遊び パン食い競争など 

開催日 10 月 31 日（日)１０：００～１４：００ 

場 所  町田第五小学校校庭 

主催 秋の子どもまつり実行委員会 

 

最近、玉川学園地区で 被害がありました 
8 月 18 日（水曜日）、午後 11 時 50 分ころ、町田市玉川学園 2丁目付近で、自動車利用の二人組による 
ひったくり事件が発生しました。 
◎犯人の特徴：甲（男）が、30 歳代、身長 160 センチメートル位、短髪、黒色っぽいＴシャツ、色不明ジーパン、 
乙の特徴は不明、使用車両は黒色っぽいワゴン車 
8 月 9日～15 日 
◎玉川学園 1丁目・自宅前路上〔無施錠の車内から、衣類等を盗む〕 
◎玉川学園 3丁目・自宅敷地〔無施錠の車内から、現金・商品券を盗む〕 
9 月 15 日（月）午前 2時ころ 東玉川学園１丁目で侵入犯事件が発生しました。 
 ２階の寝室で、階下で物音を感じて、１階に下りて各部屋をチェックしたが、あまり異常は発見出来なかった。 
 翌朝、階下の部屋を再度確認したところ、物色された跡があり、１階出窓が開いており、土足の足跡が残っていた。  

               ・盗難被害についても確認。金銭等の被害は幸いになかったが、後で良くチェックしたところ、ＤＶＤ等がなくなっていた。 

※防犯対策：○施錠を確実にし、玄関ドアや窓ガラスには必ず補助錠などを使用しましょう。（ワンドア・ツーロック） 

 ○車上狙いが多発しています。車を離れる際には、施錠を確実にして車内に貴重品を置いたままにしないでください。 

また、電子ロックを使用している方は、施錠されていることを確認してください。       （町田市不審者･犯罪情報 他より） 

 

黒木曜子母子像 ご存知ですか？ 

第一踏切前にあるこの像は、昭和 34年の事故後、有志により 

「交通安全」「事故防止」を祈念して建立されたのですが 

               過日(8 月末頃)何者かが頭を 

破壊し、しばらく頭のないい 

たましい状態でしたが、幸い 

なことに 10 月２日に見つかり、 

今は元の姿になっています 

－本当によかったですねー 

       

 

赤い羽根共同募金に \150,000.-.寄付しました 

   従来、各会員から個別に寄付を集めていましたが、 

近年は 資源回収収益金から一括して 玉川学園町内会と 

して寄付をしています。 

これからも資源回収にご協力ください。 

 

 

町田ごみフェスタ 2010        ―環境部― 

１０月３日（日）・町田リサイクル文化センターにてにぎやかに開催されま

した。 雨の予報をひっくり返しての晴天に、ごみ・資源・環境を考える１

万７千人の市民が、環境活動ＰＲ、フリーマーケット、ステージでの演奏や

町田市出身の「だいごとまこと」の環境漫才などを楽しみました。 玉川学

園町内会は恒例のスタンプラリー（クイズに答えて景品をゲット）のお世話

をしました。  

来年は、第２０回となります。お楽しみに。 

恒例の玉川学園文化センターまつりにご参加ください 

  今年は発表部門が主体で、町五小の児童、各サークルの歌・ダンスなどを 

お楽しみください。 

１１月１３日（土）１１時より 

１４日（日）１０時半より 

 プログラムなどは、各戸配布のチラシをご覧ください。 

(問い合わせなどは同文化センターまで） 

 

芝生（しばお）の会からお知らせ 

 
「映画"窓から飛び出せ“を鑑賞し、このまちの 60 年前を推理する」 

11 月 3 日 さくらんぼホール (13:15 開場) 
 第 1 部：映画『窓から飛び出せ』の上映 13:30～15:00 
   (この地で撮影された 1950 年の新東宝映画・香川京子のデビュー作) 
 第 2 部：みんなで推理する「このまちの 60 年前の風景」15:30～16:30 

(ゲストは 8 丁目に 1942 年からお住まいの内野昭一さんです) 
問い合わせ：090-5662-2625 押村 

 
「飛び出せ！はらっぱアート」 
11 月 1 日(月)～15 日(月) 子ども広場（さくらんぼホール東側）に 
作品を展示します。 又 10 月 30 日(土) 13:00 から「ふしぎトンネル 
造形づくりワークショップ」を開催します 

問い合わせ：042-728-5096 ｱﾄﾘｴまあん・加藤 
 

「ワークショップ・このまちをアートで彩る・夢を語り合うひととき」 

11 月 28 日(日) 13:30 商店街ポケットパーク(増田屋さん隣)に集合、商店 

街などを散策後、14:00 さくらんぼホールに再集合して、このまちの魅力づ 

くりについて自由に話し合います。 

                        問い合わせ：090-5662-2625 押村 
  芝生の会とは、昨年度好評裡に開催された[80 年祭り]を継承する組織で、    

昔、この地の呼び名だった『芝生(しばお)』にちなんだ命名です。 

資源回収事業の一層の推進に協力を     ―環境部― 

玉川学園町内会は「混ぜればごみ、分ければ資源」を標語に、地域資源回

収の団体登録を行い、皆さまのご協力で、各種の資源物を毎週１回の割合で

回収しています。町田市は、地域活性化と、税金の有効利用の観点などから

このような自主回収事業には奨励金を出していますので、町内会はこれを安

心安全なまちづくりのための防犯防災対策や、災害被災者への救援金、赤十

字等他団体への寄付・支援金などに役立ててきました。 

前年度からは、このような奨励金制度を更に活用するために『町田市地域

資源化特別指定団体』の認定を受け、より積極的に資源物の回収を図るべく、

準備を進めてきました。これによって、玉川学園町内会としては町内全域す

べての皆さまが、(町内会への加入・未加入にかかわらず）より安心安全に暮

らせる住みやすいまちづくりや、生活環境の整備を進めることができ、さら

に、地域を含めた社会福祉活動の活性化に使うことができるメリットがあり

ます。 

町内会区域の調整は大詰めの段階となり、来月には、皆さんに具体的な協

力をお願いするところに来ました。回収事業が町田市によるもの（行政回収）

でなく、町内会が責任を持って業者に委託する形となります。皆さまが資源

物を集積所に出すことはこれまでと変わらずに、週３回の回収が行われます

が、システムが変わることになります。これを、地域に住む会員外の皆さま

にもご理解いただくため、文書の配布、集積所の看板のつけ替え、などが必

要になりますので、改めてお願いの際には、是非ご協力をお願いします。 

  


