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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 

防災。防犯。一人ひとりの認識と実践が大切です！  -防犯防災部- 
年末地域安全活動が実施されます  

わが街をみんなで守ろう年の暮れわが街をみんな
年の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 和やかな雰囲気で市政懇談会が開かれました   

去る 11 月 19 日、玉川学園地区市政懇談会がさくらんぼホールで開催されました。 町田市からは、

石阪市長を始め 13 名の各部の部長、担当課長が列席し、地域からは 町内会・自治会の役員、地区社

協関係者９０名を超える方々が集まり、先に提出しておいた要望 

事項（１、中心部(玉川学園前駅、商店街)の環境整備について ２、玉川学園 

前駅周辺の放置自転車・バイク解消対策について ３、玉川学園文化センター 

改築計画について 4、玉川学園地区社会福祉協議会の設立に伴う活動拠点づく 

りについて）の回答を訊いたりした後、市政全般について市長から 

ざっくばらんにお話されました。 これほど多くの方が参加した 

のは、初めてとのこと。尚この事業は、町田市の公式事業ですので後日、市から議事 

録が発行されます。詳しい答弁については来春以降に改めてお知らせしたいと考えて 

おります。  

 
 
資源回収の報告 -環境部- 

11 月の回収は 42.7 ﾄﾝ（対前年比 92％） 

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 

 １2 月定例幹事会(１2/７)報告 

            -総務部- 
下記の審議事項が承認されました 

１、玉川大学 礼拝堂音楽鑑賞会 

２、平成 22 年度町内会バス親睦旅行 

３、防災委員研修会 

４、消防ポンプ車入魂式お祝い金 

           以上 

“救急相談センターをご存じですか？” 

 

  急な病気やケガをしたときに 

まず東京消防庁救急相談センター「♯７１１９」に電話を！ 

２４時間年中無休で医療チームが対応、「救急車を呼びなさ

い」、「病院へ」等適切なアドバイスをしてくれます。 

救急車を本当に必要とする人のために、救急車の適正な利用

にご協力ください。 

              

町内会事務所年末年始休業 
12 月 22 日から 1月 6日まで休業します。 
 
緊急連絡先：山田会長  ☎729-4090 

鎮目副会長 ☎710-2703 
三浦副会長 ☎729-1068 

消火器の宅配販売は 100 件を超えました 
 

家庭用消火器の業者による宅配販売が、11 月末に完

了しました。 本年は、消火器の新規購入、詰め替え

が昨年を大幅に上回る１０２本と、 会員の皆様の防

災意識の高さが伺われる結果となりました。 

年末特別警戒パトロール 

あなたの参加をお待ちしいています。 

 地区名支部名    日    時   集 合 場 所 

24(金） 17:00～ 玉園台児童遊園 
  第一地区 

28(火) 17:00～ 第１地区防災倉庫前   

月見ヶ丘 A 28(火) 21:00～ 都民銀行前 

月見ヶ丘 B 25(土) 19:00～ 鈴木宅前 

紅葉ヶ丘 A 22(水) 19:00～ さくら幼稚園ベンチ横 

さくらヶ丘
A/B 

29(水) 19:00～ 小原宅前 

第
二
地
区 

さくらヶ丘 C 28(火) 19:00～ 上野宅前 

  第三地区 27(月) 19:00～ 
三丁目児童公園                
第 3 地区防災倉庫前 

  第四地区   28(火) 19:00～ 第４地区防災倉庫前 

  第五地区 22(水) 19:00～ 
なかよし公園上           
第５地区防災倉庫前 

  第六地区 25(土) 19:00～ 
東急台支部住宅地図前     
玉ちゃんバス停前⑤ 

  第七地区 25(土) 19:00～ 
七丁目児童公園          
第７地区防災倉庫前 

  第八地区 23(木) 19:00～ 
無窮会図書館坂上        
坂井宅付近 

 町田市消防団第一分団第５部の年末特別警戒パトロール実施予定日は 29(水)/30(木)です 

 

 

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。 

広報部よりお知らせ 

今年の漢字は「暑」だそうです。

確かに暑い夏でした。 私としては

「変」を選びたいと思います。 

公私ともに色々な変化のあった年

でした。 

来年は良い年になりますように！ 

2010 年度 No.９ (12 月号) 
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リサイクル施設見学会が実施されました 

11 月 25 日、千葉県市川市にある（株）ハイパーサイクル

システムズの二度目の見学会を行いました。7 月の見学会は、

希望された方が多く、残念ながらお断りした、前回参加できな

かった方を優先に、43 名の方が参加されました。 

この工場は、家電製品（テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機

など）を分解して、家電製品などにリサイクルする、鉄、アル

ミニウム、銅、レアメタル、プラスチックなどを有用な資源と

して取り出しています。地デジの実施もあり、ブラウン管テレ

ビの処理が、例年の 2 倍にも増え、24 時間稼働をしているそ

うで、環境の保全と、資源の活用に全力投球をしているとのこ

とでした。前回と同様、水爆実験の被爆船「第五福竜丸」、熱帯

植物園を見学し、学ぶことも多く、有意義な見学会を好評のう

ちに終了しました。 

 江戸城の築城石が玉川学園に在る？・・ホント？ 
江戸城が築かれた時，各方面から多くの石が運

ばれた。その石には大名達の目印であろうか、○

や△名や記号が刻まれたものがあった。その中の

幾つかが縁あって玉川学園の丘に運ばれて来たの

であった。 
 昭和 40 年、それまでは玉石で積まれていた玉川

学園の正門は、この石を使って改築されたもので

す。踏みきり横の守衛さんのいるところから 50ｍ
先の正門の石垣がそれです。500 年も前の目印を

14 種類も見ることができます。 
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。 

善意の傘 

 三井住友海上火災様から約３０本の傘をご寄贈いただきまし

た。有難うございました。玉川学園前駅の「善意の傘」の整備

は環境委員会が担当しています。ご協力をお願いします。 

 

「町田市地域資源化特別指定団

体」の認定による、資源回収の新

体制の準備 を進めています（実

施は４月からを予定）。町内会地

域の約 500 か所にある資源回収

場所（資源集積所）の看板を準備

中です(図案を参照。ただし図は 

玉川学園地区用で、東玉川学園地

区では古紙・古布類は水・土曜日、

ビン・缶類は月曜の収集です）。 

資源回収の新体制移行は新年度となります。―環境部

“南大谷中学校生徒のフラッグアート”              

  先月号でお知らせした『フラッグアート』を 再び飾ります。 

クリスマス飾りと重なり、まぜこぜになり、良く観れなかったため、来年

正月飾りの終了後、再び玉川学園大通りに飾ります。 

玉川学園大通り街路灯（北･南共） 1 月 16 日～1 月 3１日 

 一見の価値あり。見逃した方も 宗でない方も お誘いあわせ 

是非ご覧ください。 

お詫びと訂正 
本年 6 月に発行した玉川学園地区会員名簿に間違いがありました。 
98 頁,161 頁 第 7 地区（旭ヶ丘東 B）2 班 松坂英郎さまの電話番号は 
725-1580(誤) → 727-1580(正) です。ご迷惑をお掛けしました。 
 

  日帰りバス旅行で紅葉の奥多摩・丹波山渓谷を堪能しました           －成人部― 

町内会主催の日帰りバス旅行は予定通り 11 月 11 日（木）に実施されました。 

150 名あまりの応募者のなかから抽選で選ばれた 98 名が大型バス２台に分乗し、秋晴れのもと鳩ノ巣渓谷をゆっくり散策

しながら紅葉を満喫し、小河内ダムに寄って雄大な景色を楽しんだあと、奥多摩湖畔沿いに丹波山（たばやま）村に入りま

した。村営の‘のめこい湯’では手打ちそばやキノコ汁などを頂き、温泉に浸かったり川沿いを散策したりして晩秋の山里

を堪能しました。帰路は、丹波渓谷の紅葉を鑑賞しながら柳沢峠を越えて塩山にはいり、しばしながら恵林寺を訪ねことも

できました。そのあとシャトー勝沼のワイナリーを見学し各種ワインを試飲後、予定通り１９時前に全員無事玉川学園に帰

着しました。時間的制約はあったもののちょっぴり贅沢なバス旅行を楽しんでいただけたものと思います。 

ご協力くださった多くの方々にも御礼申し上げます 
 

 玉ちゃんバス南ルート（玉川学園 7,8 丁目路線）来春運行開始を目途に！ 

玉ちゃんバス南ルートについては、10 月 30 日の「運行開始実現に向けた説明会」において、課題であった予定路線上の

一部歩道の改修による車道幅員の基準を満たす案についてご出席の皆様のご賛同をいただき、続いて 11 月 23 日の「運行

予定道路の補修計画説明会」において、補修計画道路隣接住民の方々に、歩道改修による車道幅員基準充足作業のご理解を

いただきました。当日ご都合でご出席いただけなかった隣接住民の方々には、12 月 3 日、4 日にご説明に上がりました。

皆様の熱いご要望を背景に実現にむけ努力を重ねてまいります。 

玉川学園地区社会福祉協議会よりお知らせ 

玉川学園地区社会福祉協議会主催の「講演会」と地区

社協の役割を「語り合う『福祉でまちづくり』」が来る平

成 23 年 1 月 22 日に神戸学院大学准教授の藤井博志氏を

迎えて開催されます。町内会からは幹事・役員が参加し、

地域の福祉力を高める方策を考えます。参加ご希望の方

は町内会事務所又は地区社協の事務所に連絡ください。 
 


