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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
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町田市玉川学園 2-19-5
Tel/Fax：042-725-0438
E-mail:t-chounaikai194@bz03.plala.or.jp
http://tamagawagakuen-chonaikai.net

「敬老会」開催のご案内
・・・ご参加をお待ちしています

－高齢者部－
本年のアトラクションは、津軽三味線全国コンクール準優勝者で「珠の音会」主宰の澤田成珠さん
（町田市在住）による勇壮な「津軽じょんから節」をはじめ、和太鼓も加わっての民謡「ソーラン節」
を皆さんと共に楽しみ、日本の伝統芸能を堪能して頂きます。当アトラクションは、台風により中止
を余儀なくされた昨年の企画ですが、中止を惜しむ声があったことから、澤田さんにあらためてお願
いしたところ出演の快諾を頂いたものです。
上

日
時：平成２６年９月１５日（月・敬老の日） 11 時 30 分～13 時 30 分
会
場：町田第五小学校体育館（玉川学園４丁目）
参加対象：満７３歳以上（昭和１６年９月末日までにお生まれの方）
申し込み：裏面の出席申込書に必要事項を記入の上、８月７日（木）までに班長さん
（月当番）へ、或いは直接町内会事務所へお届けください。
ご出席の申し込みをされた方には、後日案内状をお届けします。

「防災連絡会」が開催されました

－防犯防災部－

６月１０日（火）１８時より、さくらんぼホールにて「防災
連絡会」が開催されました。町田第五小学校の樋口校長先生を
はじめ周辺自治体の皆様、玉川学園町内会の役員、自主防災隊
長、防災委員合わせて約６０名もの方が参加され。町田消防署
の齊藤警防課長より、
『１．町田市及び当地区の災害・火災発生
状況、２．上記の被害状況とその予防策、３．震災に備えて』
というテーマで講演をして頂きました。
本題に入る前に、５月１３日の成瀬の工場（マグネシウム）
火災についてお話がありました。齊藤課長は、火災発生の通報
と同時に出動され、連続２７時間にもわたり消防の指揮をとら
れたそうです。マグネシウム火災という特殊な火災の為、直接
水を掛けることが出来ず、周辺のマンションや建物への延焼防
止に努め、約３８時間半後にようやく鎮火させることが出来た
そうです。大変生々しい緊迫した状況が伝わってきました。
○火災の発生状況について
町田消防署は昭和３９年に発足し、今年で５０年目にあたり
ます。平成２５年の町田市の火災発生件数は１２１件、焼失面
積は４４０㎡、焼死者５名。玉川学園地区の火災発生件数は４
件、焼失面積は８１㎡、焼死者は１名。平成２６年５月２８日
現在の町田市の火災発生件数は５６件、焼失面積は 1,576 ㎡
（成瀬の工場火災で急増）
、焼死者は２名。玉川学園地区の火災

環境・リサイクル施設見学会

-環境部-

６月の回収は９７．３ﾄﾝでした
資源ゴミは当日朝の 9 時までに出して
ください。
（古紙・段ボールは必ず紙紐
で括ってください）
問合せは町内会事務所または
大興資源

045-929-4813 まで

―環境部―

の人々が、清流に戻すことに成功し、その経過を、川岸で、こ
のトラストの人達が説明しているので、それを聞いてもらいた
いと思って企画しました。しかし、第１グループは到着が遅れ
てしまったために、残念ながら聞く時間がありませんでした。
リバーサイドホテルで遅い昼食後、沼津御用邸記念公園で、
庭園や海岸を楽しんでいただこうと企画しましたが、御用邸の
家屋の中の見学に時間が取られてしま
い、外の風景を楽しむ時間が足りませ
んでした。最後に土産物店の伊豆海に
寄り、買い物を楽しんでいただき、夕
方の５時半頃に玉川学園に、無事、
帰ってきました。

広報部からのお知らせ
町内会事務所に犬の糞で困っている。鳥の餌づ
けをしているお宅があって、電線に鳥が止まり糞
をして困っているとお電話がありました。まだ、
犬の糞をきちんと処理をしない飼い主が？ そし
て、可愛い鳥に餌付けはいいが糞害が！ 直接、
言いに行けない難しさ。何か良い方法をお持ちで
したら、お知らせください。

裏面にも各種の案内・お知らせがあります。

左 津軽三味線
奏者
澤田成珠さん

発生件数は１件、焼失面積、焼死者は共に０。東玉川学園地区
（１～４丁目）は２５年２６年共に発生０。また、町田市の救急
車（本署２台、各出張所１台の計７台）の出動回数は、平成２５
年は 19,713 回でした。１台当たり年間 2,816 回、また１台当
たり１日７．７回の出動回数になります。
○地震について
地震のメカニズムの違いによる地震の規模と当地区の震度、お
よび被害想定について説明がありました。当地区は地域別危険度
測定で危険度１（危険度は１から６まであり、１が最も低い）、
総合出火危険度も１、全体的には比較的安全な地域といえるが、
活動障害（消火や救出活動の際の障害）となるものとして、踏切
（小田急線の３個所の踏切で地区の東西が分断、通行の障害）、
狭くて坂の多い道路、丘陵地などがあげられるそうです。
○地震の際の火災の延焼について
延焼のシミュレーションが図によって説明されました。震度７
で北の風１５メートル、消防活動不可の条件の場合に１時間後、
２時間後、３時間後に１軒の火災からどの方角にどれくらいの速
度で延焼が進むかがシュミレーションされています。条件が悪い
場合には、当地区も決して安全とは言えないのです。消防が来る
ことのできない場合の「共助」の重要性、スタンドパイプ等を使
用した訓練の重要性が再認識されました。
このように非常に重要なお話がプロジェクターを使って解り
やすく説明され、最後に多くの質疑応答がありました。

恒例行事になっている環境・リサイクル施設見学会を６月１９
日（木）に開催しました。最終的に参加者は１１６名となり、第
１グループと第２グループに分かれて、２台のバスに分乗し、静
岡県にある丸富製紙工場において再生紙がトイレットペーパー
になる、複雑な過程を見学しました。工場の見学者数が最大６０
名ということでしたので、１台のバスは富士市にある富士根工
場、もう１台のバスは沼津市にある沼津工場とに分かれて見学し
ました。ついで、富士山の伏流水の清水で有名な柿田川を見学し
ました。実は、この川は昭和３０年代～４０年代に製紙工場の排
水等で汚染された川だったのですが、
「柿田川みどりのトラスト」

資源回収の報告

一 昨 年 の 敬老
会(昨年は、台
風のため中止)

藤根工場で、はいポーズ

７月定例幹事会（７/１）報告-総務部下記の議事項及び報告事項が承認されました
審議(議案)事項
１．町内会事務所の手提げ金庫の購入について
２．商店会「夏祭り協力金」の支出について
３．
「敬老会」の開催について
４．フラッグアート助成金の建て替えについて
５．
「町内会広報」印刷費の支払いについて

＊一部ずつお取りください。
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町田市の見守りアンケート調査が今秋
１１月にも実施されることになりました。
地域での「高齢者支援ネットワーク」を受け皿とすることを
前提に町田市が行う、６５歳以上の住民を対象にしたアンケー
ト調査の実施について、このほど担当部署の高齢者福祉課支援
係より「本年度中に玉川学園・東玉川学園地域を対象エリアに
調査を行う」旨、玉川学園・南大谷地区町内会自治会連合会に
回答がありました。
実施エリアの調整(玉南連に加入していない自治会をどうす
るか等)を終えたあと、対象者名簿の作成などに時間を要し、調
査の開始は今秋１１月頃になる予定で、調査票の郵送～回収を
経てデータ化されるのは、１２月いっぱいかかる見込みです。
そのあと調査結果のデータに基づき、訪問面接などを通して
「見守り(声かけ)対象者」を特定の上、地域の見守り開始へ・・・
その時期は、年明けの１月以降になる見込みです。
それぞれの地域で具体的にどのようにして見守りの体制作り
をしていったらよいのか・・・初めて取り組むところが殆どで、
これについては玉川学園・東玉川学園・南大谷地域を所轄する
「町田第三高齢者支援センター」
（まちさん）より、見守りネッ
トワークのフレームや会合の持ち方等について、各町内会、自
治会に試案の提起があります。これを受けて、今後それぞれの
地域にて討議し、具体的な取り組みにしていくことになります。
私たちの町から「孤立死」などを出さないよう、しっかりと支
え合っていく・・・また災害時の「共助」の取組とも併せ、地
域の大きな課題に向き合っていきましょう。
なお、この調査にかかる費用(名簿作り、郵送、集約、データ
化)はすべて町田市の負担です。

玉川大学フラッグアート教室

－青少年部―

玉川学園・南大谷地区協議会のご案内
標記の地区協議会・設立準備会では、これまで町内会・自治会や
青少年健全育成委員会、まちづくりの会や、各種の福祉団体など、
地域の各種団体と図りながら、地区協議会の設立に向けて、何回か
の会合をもち、準備を進めてきました。
また一つには、町田市からの助成を受けて、地域の各種団体がど
のような活動をしておられるかを例示した冊子｢我がまち 玉川学
園･南大谷｣(48 ページ)を作成しました。
つきましては、関係者が集まって、今後の地域活動がどうあるべ
きかを考え、話し合う会を下記の要領で開催し、これまでの準備の
様子を確認し合いながら、新しいアイデア、あるいは具体的なアイ
デアを含めて、話し合う機会としたいと思います。関心おもちの皆
さまはお誘い合わせの上(どなたでも)ご参集下さい。
特に玉川学園町内会の皆さまには、関心をお持ちいただいて、ご
参集・関与のほどお願い申し上げます。
記
日 時：2014 年８月３日（日曜日）１３：３０～１５：３０
場 所：玉川学園さくらんぼホール
議事予定：
１． 経過説明
２． 地区協議会で何を目指すか
３． 会則の扱い
４． 設立役員について
５． 活動の方針について
６． その他
またこの件について、ご質問・意見・提案をいただける方は、町
内会事務所までご連絡を歓迎します。

町内会事務所の夏休み
町内会事務所は８月９日(土)から８月１７日(日)まで
夏休みのため閉鎖いたします。

今年度から玉川大学のフラッグアート教室に地域参加が出来
る様になりました。今年度は次のように「フラッグアート教室
in 玉川大学」を開催します。制作参加の４０名は既に決まって
いますが、見学・参観につきましては入退室も自由です。お立
ち寄りください。
開催日時
２０１４年８月１日(金) １３時～１７時
場
所
玉川大学美術教室
実施の概要 玉川大学芸術学部の学生が企画するワークシ
ョップで地域の歴史・文化を踏まえ、フラッ
グアートを制作する。
(芸術学部の准教授、助教が監修)
＊当日はオープンキャンパスの日です。
作品展示

事務所閉鎖中の緊急連絡先は下記です。
緊急連絡先

鎮目会長
松香副会長
渕 副会長
斎藤副会長

☎710－2703
☎723－4161
☎725－2167
☎722－7578

商店会 夏祭りの開催日が決まりました
恒例の「玉川学園商店会夏祭り」
（町内会後援）の日程が決まりました。
日時は次の通りです。にぎやかな催しを、お子さん、お孫さんとともに、
大いにお楽しみ下さい。
◎ 玉川学園［北口］商店会夏祭り（駅の北側商店街）
7 月 2５日（金）、2６日（土）各 18：00～
(小学生以下のお子さんにお菓子と風船を差し上げます)

玉川学園南口商店街
８月下旬(約２週間)

◎ 玉川学園南口商店会夏祭り（駅の南側商店街）
8 月 １日（金）、 ２日（土）各 18：00～
(スイカ割りゲーム・賞品＜スイカかお菓子＞)
（終了予定時刻は、北側商店会、南側商店会のいずれも 21:00 です）
１月展示の「アフリカンシンフォニー」

南口展示「笑顔がいっぱい」

切り取り線

平成２６年度敬老会（９月１５日）出席申込書
８月７日までに本申込書を班長さん(月当番)へお渡しいただくか、町内会事務所(または事務所郵便受け)にお届けください。
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