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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 

   総合防災訓練が玉川学園大グラウンドで開催されました。       -防犯防災部- 

合同総合防災訓練に約５００名の方々が参加！！  

8 月 27 日(土) 当町内会を中心に近隣自治会を交えて、玉川大学で、合同総合防災訓練

を実施しました。 訓練の前日は、集中豪雨で当日の天候が懸念されましたが、幸いに小

雨交じりの涼しい「訓練日和」でありました。 しかし、当日は予定していた訓練会場の

グラウンドのコンディションが悪く、急遽グラウンド上プール前の広場に変更しました。 

訓練内容は、①消火器による水の放射、②三角巾・包帯や AED 等使用方法の救

命・救護訓練、③お子様を中心とした梯子車の試乗、④約 300 人位の方々でバケ

ツリレー、そして最後は地元消防団のパフォーマンスとして、⑤予めセットされた

仮設小屋の被害者の救護や、機械を使用しての障害物除去作業、そして消防車両に

よる放水実演をして無事終了いたしました。 

また、訓練参加の皆様には非常食のアルファー米をお持ち帰りいただきました。 

前記のとおり、訓練会場を突然変更したため、グラウンドに比して広場のスペースが狭く、参加者の皆様には息苦しい感じは否めな

かったと思われますが、狭い分『訓練が身近で体験できたので、とても良かった。』との好評を一部の参加者から頂いております。 

何れにいたしましても、天候のあまり良くない中を大勢の方々が訓練に参加をしていただきまして、誠にありがとうございました。

今後も、更に充実した防災活動を続け、来年度の万一に備えた防災訓練を目指したいと思います。 

   “町内会日帰りバス旅行”の ご案内です！                 ―成人部― 

健康づくりと友達づくりを兼ねた恒例の『町内会日帰りバス旅行』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１１月７日（月）  小雨決行 

  目 的 地 ： 伊香保温泉（昼食、入浴、石段街散策など）・榛名神社・榛名湖 

    集合場所・時刻 : 都民銀行前 午前７時（時間厳守 7:10 出発） 

募集人員  : およそ １００名 

参 加 費 : ￥３,０００．－ 

参加申込み : 参加ご希望者は、１０月１４日（金）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。 

  ご 注 意 : 定員を超えた場合は抽選となります。（初めての方を優先） 当選者・抽選漏れ者共 申込者全員に通知 

いたしますが、当選者は、10 月 24 日(月)から 26 日(水)の 3 日間中に 参加費\3,000.-をご持参の上、 

町内会事務所にて、正式に申し込み手続きを済ませてください。 

  第25回 秋の子どもまつり  の おしらせです      -秋の子どもまつり実行委員会-  
１０月３０日（日）、10:00から14:00まで 町田第五小学校で行われます。 どうぞおでかけください。 

今年のテーマは Over the Rainbow (オーバー ザ レインボー) ～知恵と 勇気と やさしさと～ です。~ 

 昭和６１年にスタートした「秋の子どもまつり」も 25 回目を迎えます。 今年も楽しい企画がたくさんあります。 

 資源回収の報告  -環境部- 

８月の回収は 111.5 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  

 

 

 

 

  

９月定例幹事会(９/６)報告 -総務部- 

 下記の審議事項が承認されました 

1. 会長研修会参加費用  

2. 幹事研修会 

3. 秋のこどもまつり協賛金 

4. 青少年健全育成協力金 

5. クリスマスの集い予算案 

以上   

201１年度 No.６ (９月号) 

平成 23 年度 町内会日帰りバス旅行（11/7）参加申込書     １０月１４日(金)までにお申し込みください 

支部名 会員氏名 住  所 電 話 

    

    

 

 

 

 

広報部よりお知らせ 

《中秋の名月》はご覧になりました

か？ 虫の声も微かに聞こえ始めま

した。 これから秋から冬にかけての

行事が続きます。 

是非とも参加され、秋を満喫してい

ただければと思います。 

（元気でいられることが何よりです。健

康に留意しましょう。） 
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古きよき時代のお話です。 

電車で出前・・・ 

中村：あの頃、電車賃どの位だったかね。 

 新宿まで４８銭ぐらい、町田が３銭か５銭？ 

原： 回数券買って町田当番の塾生（玉川学園の寮生）が毎

日２回、郵便や生活用品の便利屋をした。そう、そう、

ソバの出前があった。 

 あれは、（中村長徳、原町田駅前のですよ）電話かけ

とくと、何時の電車に 乗せたヨ（笑声）というので

駅まで取りに行くーー。 

 ホームで車掌がオカモチを渡してくれてね（爆笑） 

 カラのオカモチを次の電車で返す。 

浅川：古きよき時代ってわけですね。・・・ 

（玉川学園街六十年のあゆみより） 

 
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。 

 
☆町田エコフェスタ 2011 

 １０月２日（日）には、標記のエコフェスタが、小山田のリサイクル

文化センターを中心に開催されます。環境関係市民活動の展示やフリー

マーケットなど楽しいイベントです。どうぞご参加を。詳細は回覧のチ

ラシや、広報まちだ（９月 11 日号）などをご覧ください。 

 

「資源とごみの収集カレンダー」の活用を  -環境部-  

 町田市では昨年来、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。 

 この度、あらたに「町田市 資源とごみの収集カレンダー（2011 年

10 月～2012 年９月版）」ができましたので、配布します。ご利用くだ

さい。 

 ご承知のように、玉川学園町内会地域は、本年４月から、「地域資源回

収特別指定団体」の認定をうけましたので、このカレンダーは町内会独

自のものです。お住まいの地域によって２種類があり表紙右上に「特別

指定団体（玉川学園）」とあるもの（付図参照）と、「同（東玉川学園）」

のものです。対象住民は、町内会の会員・非会員の区別はありません。 

 ２ページ目からはカレンダーになっており、左上に地域別が「特（玉

学）」、「特（東玉）」と示されています。２つの地域では、下記に示すよ

うに資源物と、ごみ等の収集日が異なります（それぞれの地域でのスケ

ジュールは、これまでと変わりません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 源 物 玉川学園地域 東玉川学園地域 

古紙（新聞・雑誌・雑紙・紙 

   パック・ダンボール） 

古布（古着・毛布） 

毎週 火・金 毎週 水・土 

ビン・缶類 

（アルミ・スチールとも） 
毎週  土 毎週  月 

 これらの資源物は町内会の責任で回収します。実際の回収は（有）大

興資源（045-929-4813）に委託していますので、未回収などの連絡

は、直接上記にお願いします。その際には、集積所の番号（市の指定す

る番号と同じで、看板の下部に「玉学 5-035」のように書いてありま

す）を言っていただくのが正確です。町田市は、これらの資源物の回収

にはタッチしていませんので、返答できません。ご注意ください。 

 カレンダーには、スケジュールだけでなく、いろいろな注意や工夫の

ヒントが満載です。どうぞ活用してください。 

その他のごみ類は市による収集です。 

 可燃物、不燃物は戸別収集です。ペットボトル、剪定枝や粗大ごみの

収集などについては、これまで通りです。 

 有害物の回収は月に１回ですので、お気を付け下さい。乾電池とスプ

レー缶は毎月 2 回目のビン・缶収集日、ライター、水銀体温計、蛍光管

類は毎月４回目のビン・缶収集日に、市の回収カゴに入れてください。

これらの日には、町内会が委託する回収業者（大興資源）が用意するビ

ン類用のカゴとカン類用のカゴの他に、有害物用のカゴが市委託業者に

よって並びますので、区別してご利用ください。 あわせてご理解とご

協力をお願いします。 

家庭用消火器の取り扱い業者紹介について  -防犯防災部-  
 今年も家庭用消火器の業者の紹介をいたします。 

この町内会だよりとは別に、各戸配布で回覧が回廻ります。 

その用紙を用いて申し込みください。  

尚、締め切り日は 10 月 15 日（土）です。 

 

秋の健康ウォーキングに参加を申し込まれた皆さんへ-成人部- 

 10 月 10 日の秋の健康ウォーキング参加の方に地図、ガイ

ドなどを掲載した「しおり」を当日までに各自に配布します。 

雨天中止の場合でも、お弁当をお渡ししますので、この「し

おり」をお持ちになって、当日午前 9 時 30 分までに町内会事

務所までお越しください。 

  

 

玉川学園地区建築協約について  玉川学園地区町内会自治会連合会 

玉川学園地区建築協約は、玉川学園地区町内会自治会連合会で制定さ

れた「玉川学園地区まちづくり憲章」と「建築並びに土地造成に関する

申し合わせ事項」により構成されます。 この地区における建築行為、

あるいは土地造成行為を予定する事業者は、憲章および申し合わせ事項

における各事項に基づく地域協議に応じることになっています。 

勝手な工事などが行われないよう、地域の方々の見守りが必要です。 

これからの主な行事 

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 

平成 23 年 10 月 30 日(日)  秋の子どもまつり(於：町田第五小学校) 

平成 23 年 11 月 7 日(月)   町内会日帰りバス旅行      など 


