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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 

  池袋防災館で 64 名の方が体験研修をしてきました。          -防犯防災部- 

 ７月 9日(土) 先般の東北大震災を踏まえ、各地区の防災委員を中心とする 防災体験

研修会が 池袋防災館で実施されました。 当日の体験内容は……… 

○ 研修に先立ち、近くのメトロポリタンホテルで 昼食、思わず舌鼓を打つ、美味しい

中華料理をいただきました。 あとは厳しい(？)体験研修が待っていました。 

①地震コーナー 

 “震度６”相当の揺れを体験。 この震度の経験は皆さん初めての様子で、大変驚きま

したが、今回の東北大震災は“震度７”とのこと、想像を絶しました。 

②救急コーナー 

人工呼吸・胸骨圧迫およびＡＥＤ操作法等。 緊急時の救急救命法を体験。 震災の

みならず、日頃の非常時に活用したいと痛感しました。 

③図上訓練コーナー 

大規模地震後を想定し、自宅や避難場所等の情報を設定して防災シュミレーションを行いました。 当地区は、道路が狭くまた曲

がりも多く、さらに山坂のような高低差があります。 そのため、緊急車輌が入り難い状況を確認しました。 しかし、周辺に避

難所（町五小・南大谷小・南大谷中・成瀬台小・成瀬台中・金井小）が比較的多く、また緊急時に使用可能な井戸が数ヶ所あるこ

とが確認されました。 

上記のとおり、貴重な体験をいたしましたが、この体験を今後の防災面に活用したいと思います。 

   “秋の健康ウォーキング”の ご案内です！          ―成人部― 

健康づくりと地域・世代間の親睦を兼ねた玉連(玉川学園地区町内会自治会連合会)の 

「秋の健康ウォーキング」を下記の要領で実施します。奮ってご参加ください。 

  日   時 ： 平成 23 年１０月１０日（月）（体育の日）  小雨決行 

  目 的 地 ： 寺家（じけ）町のふるさと村 

  散策コース ： 鶴川駅北口 ⇒ 岡上 ⇒ 高蔵寺 ⇒ 三輪小 ⇒ 都県境の尾根道 ⇒ 寺家ふるさと村 ⇒ 鴨志田公園（昼食） 

⇒ 三輪の切り通し ⇒ 妙福寺 ⇒ 広慶寺 ⇒ 三輪中央公園 ⇒ 住宅中央入口 ⇒ 尾根道を通って玉川学園 

⇒ 旧出版部前の広場で解散   (全行程 ⇔１１ｋｍ)    

    集合場所・時刻 : 鶴川駅北口を出たところ  午前９時３０分 

募集人員  : およそ １００名 

参 加 費 : 無料（但し弁当つき） 

参加申込み : 参加ご希望者は、9 月 20 日（火）までに 下記（欄外）の申込書にご記入の上、 

町内会事務所又は事務所ポストにお届け頂くか、042-725-0438 に FAX 願います。 

  もしも疲れたら  寺家からマイクロバスを用意しておりますのでご安心ください。また帰路リタイヤしたい人は、随所に       
鶴川駅行きのバス停がありますからそこからお帰りいただけます。（係りにはその旨お伝えください）  

  駐輪・駐車秩序正常化キャンペーンに参加しませんか？ 
９月２8日（水）・29日(木)の二日間に亘り、恒例となりました『秋の駐輪・駐車秩序正常化キャンペーン』が行われます。 

お気軽に参加ください。   ７：３０～１０：３０、 １３：３０～１５：３０    集合場所：玉川学園前駅南口階段下  

 資源回収の報告  -環境部- 

７月の回収は 117.1 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  

 

 

 

 

  

８月定例幹事会(８/２)報告 -総務部- 

 下記の審議事項が承認されました 
1. 商店会夏祭り祝い金 
2. 1 丁目旧防災倉庫跡地整備費 
3. 第６地区掲示板補修費 
4. 資源回収協力金振込みについて 
5. 憩いの椅子製作・設置・補修 

6. 総合防災訓練/テント新規購入 
7. 工業用扇風機購入 
8. 募金拠出金の一部組み換えについて 

               以上  

201１年度 No.５ (８月号) 

広報部よりお知らせ 

暑い日が続きますが、皆さまお元

気ですか？ 節電し過ぎると熱中症

になるし、本当に困ったものです。 

それでも、この町内会だよりがお

手元に届く頃には少しは涼しくなっ

ていることでしょう。 そうなるこ

とを祈りつつ。 

 

平成 23 年度 秋の健康ウォーキング（10/10）参加申込書     9 月２０日（火）までにお申し込みください 

支部名 会員氏名 住  所 電 話 
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「玉川音頭」ってご存知ですか？ 

８月といえば、どこでも夏祭りが盛り。この地でも、北、南の 

商店街祭りが大変賑やかである。 

戦後間もなく、昭和２１年８月、玉川学園で盆踊りが開催され、 

「玉川音頭」が作られ住民達が楽しんだということである。曲は

とても壮快で歌詞も簡単、学園地区に残したいと郷愁にかられ

る方もおられるのではないかと思い紹介します。紙面では歌詞

だけで残念ですが、楽譜は玉川学園出版部発行「愛吟集」 

にあります。 

 １ さあさ うたーおよ たまがわおーんど 

   うたに みんなの ここーろが とけて 

   とけて なかよく げんきよく 

   うたえ おどれや ソリャ たまがわ おーんどー 

 ２ さあさ おどーろよ たまがわおーんど 

   おどりゃ みんなの ここーろも はれて 

   はれて あおぞら とりもなく 

   うたえ おどれや ソリャ たまがわ おーんどー 

 ３ さあさ みんなで たまがわおーんど 

   うたで みんなの こころーもー はずむ 

   いつも たのしい おかーのまち 

   うたえ おどれや ソリャ たまがわ おーんどー    

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。 

 

これからの主な行事 

平成 23 年 8 月 27 日(土)  総合防災訓練(於：玉川学園 大グランド)  

平成 23 年 9 月 10 日(土)  文化講演会(於：さくらんぼホール) 

平成 23 年 9 月 18 日(日)  第 2 回環境委員会(於：さくらんぼホール) 

平成 23 年 9 月 19 日(月)  敬老会(於：町五小 体育館) 

平成 23 年 9 月 20 日(火)  支部長会(於：文化センター) 

平成 23 年 9 月 28 日(水)・29 日(木) 駐輪・駐車秩序正常化キャンペーン 

平成 23 年 10 月 10 日(月)  秋の健康ウォーキング 

                           など 

 

 資源物の排出方法など（改めてお願い） 

☆スプレー缶の排出について（ご注意ください） 

 行政回収（町田市）広報では、スプレー缶の排出について、最近、毎週

１回の缶類と同時に排出しても良いとされていますが、玉川学園町内会

では、これまで通り乾電池などと同じく危険物として扱います。 お手

数ですが、スプレー缶は爆発事故などを防ぐため、使い切って穴をあ

け、月に１回の危険物行政回収時（玉川学園地区では第２土曜日、東玉川

学園地区では、第２月曜日）に、危険物回収カゴに乾電池などと一緒に

入れてください。（蛍光管・ライターは、別の週になりますので、ご注意

下さい。） 

 ☆資源・ごみ収集カレンダーの配布について 

 昨年来、町田市では、見やすい「資源・ごみ収集カレンダー」を作成・

配布して、好評です。 

 玉川学園町内会は、地域資源回収特別指定団体の認定をうけ、町田

市に依頼して町内会独自のカレンダーを作成しています。９月中には会

員・非会員の別なく、町内会地域の皆さんに（玉川学園地区、東玉川学

園地区ごとに）お世話役を通じてお届けすることになります。 ご協力

ください。 

☆紙ひもの配布について 

 玉川学園町内会では、資源回収奨励金の活用策の一環として、町内

会事務所で、紙ひもを配布してきました。地域資源回収特別指定団体の

認定を受けたこともあり、会員からの要望もあって、この扱いを、町内会

事務所、コスモス会館、地区社協事務所の３箇所に拡げることとなりまし

た。 どうぞご利用ください。 なお、町内会非会員の皆さんには、お

名前・住所をお伺いすることがありますので、ご協力ください。 

 

 また、不正回収（早朝などに、委託以外の業者による資源物の持ち

去り）をチェックしましょう。見かけたら、事務所に集積所番号と、

車両番号・特徴などファックス下さい。） 

防犯ニュース             -防犯防災部-  
 毎週のように侵入窃盗・ひったくり・車上ねらい・振り込め詐欺が発

生しています。 防犯対策をしましょう！！ 

○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）、また、ガラスを割って侵入する手

段が多くなっています。防犯フィルムを貼りましょう。 

 ○自転車の前カゴなどに貴重品などを入れる場合には「ひったくり防

止ネット」を使用しましょう。 

 ○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。  

○振り込め詐欺の被害が多発しています。知らない電話番号からの親

族を名乗る電話は一度切り、前の電話番号にかけ直すなど必ず確認をし

てください。 

○ここ数日、一人暮らしの高齢者が桃やメロンなどを訪問販売で購入

させられたという苦情が寄せられています。訪問販売に対応するとき

は、インターフォンで話をし、必要がなければ玄関を開ける前にきっぱ

りと断りましょう。 

（町田市不審者・犯罪情報より） 

 恩田川遊歩道のフラッグアート    -総務部- 

 今年も南大谷中学生徒のフラッグアートが、中学校そば 

遊歩道に 展示されます。 

展示期間 : 8 月 25 日～9 月 30 日 

 カラフルなフラッグアートが 40 枚、とても美しい風景です。 

 お誘いあわせてご覧下さい。 今年の 11 月と来年の 1 月

には 町田第五小、南大谷小のフラッグアートが駅前大通に

展示されます。お楽しみにして下さい。 

なお、町田第五小学校でのフラッグアートづくりは９月１０日、１１日に

実施されます。 

  

平成 23 年度 町田市「つながりひろがる地域支援事業」対象事業  


