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裏面にも各種の案内・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 
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 春爛漫の恩田川沿いのさくらを観賞 
≪春の健康ウォーキングが行われました≫     －成人部― 

お花見の季節到来を受けて、晴天に恵まれた３月２９日（土）参加者９２名が、私たち成人部主催 

の４年越しの恩田川沿いのお花見ウォーキングに繰り出しました。途中、成瀬の松村家の見事な満開 

の「しだれ桜」を観賞。「弁天橋公園」を経て恩田川の北岸沿いを散策しました。桜は未だ２～３分咲 

でしたが、中には満開に近い桜木もあってカメラの対象になる情景もあちこちに見受けられました。 

「総合体育館」でトイレ休憩の後、近くの「堂之坂公苑」で昼食をとりました。 

食後、公苑内の樹木の観賞をしたり、『水琴窟』の澄んだ音色を竹筒に耳を当てながら聴き、静寂の 

公苑の自然を満喫しました。 

 帰路は恩田川の南岸沿いに行きの対岸を散策しながら、さくらを堪能しました。 

恩田川のさくらの観賞のあと「かしの木山自然公園」を横断・散策し、参加者全員が無事に戻りました。 

 成人部の今年度の諸行事もすべて終了しましたが、会員の皆様から寄せられたご理解とご協力に深く感謝申し上げます。 

 

第５回自主防災隊長会議が開かれました 

３月４日、本年度最後となる第５回自主防災隊長会議が、特別講師として町田市薬剤師会会長・瀬 

谷雅行氏、横浜市青葉区薬剤師会会長・中村菊代氏をお迎えし、さくらんぼホールで開かれました。 

両講師からは、薬剤師の立場から見た大災害に対する備えについてお話しをうかがいました。とくに、 

基調講話を担当された中村氏からは、災害時の救命救急医療を的確に実行するため薬剤師が果たすべき 

役割、トリアージ（多数の傷病者を同時に扱う際に最大限傷病者の救命を図るため、優先順位をつける 

作業）、町内会倉庫に備蓄されている災害用医薬品の概要、住民側の備えとして災害時に「おくすり手 

帳」を携行することや、薬の常用者は災害に備えて最低一週間分の予備の薬を用意しておくことなどに 
ついて、たいへんわかりやすいお話しがありました。 
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＜環境・リサイクル施設見学会のご案内＞            ―環境部― 

6 月 5 日は、国連により世界環境デー（World Environment Day）と定められており、6 月の 1 か月間は環境月間として環境に

関する色々な催しが実施されます。そこで、この町内会でも、環境問題に関心をもってくださる方々が増えることを期待して、この

期間に例年実施されている環境・リサイクル施設見学会を、以下のように計画しました。  

 参加ご希望の方は裏面の申込用紙に記入の上、5 月 28 日（水）～30 日（金）の間に、町内会事務所（10:00～16:00）にお持

ち下さい。 

 参加人員は 90 名を予定していますが、新任の環境委員を優先します。なお、参加希望者が多い場合には抽選とし，参加の可否は

後日ハガキでご連絡します。 

＜見学スケジュール＞ 

    １.  日 時 ： 6 月 19 日（木）  7:30～17:00 

    ２.  見 学 ： 丸富製紙株式会社の沼津工場（45 名）と富士根工場（45 名）に分かれて、古紙として回収された紙が、

意外に多い不純物（最終的には分別されて利用されます）を除去されて、ハンドタオルやトイレットペーパーになっていく過程を見

学し、合流後に昼食、次いで富士山の伏流水からなる柿田川、および沼津御用邸庭園を見学して帰途につく予定です。 

    ３.  参加費・昼食費： 無料 

 

資源回収の報告 -環境部- 

３月の回収は１２４．７ﾄﾝでした 
（なお、2 月の回収量に誤りがありまし

た。正しくは、87．5 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 

 

広報部からのお知らせ 

 この「町内会だより」がお手元に届く頃、当

町内会の定例総会が開催されています。 

今年は役員改選の年。各部も新体制に移行し

ます。その詳細は、『町内会広報』１２４号、「町

内会だより」５月号、それと、ホームページで

お知らせします。どうぞご覧下さい。 

                 (藤本) 

４月定例幹事会（４/１）報告 -総務部- 

  下記の協議事項が承認されました 

１．車椅子他の防災用品購入について 

２．掲示板の更新について 

３．玉ちゃんバスの値上げについて 

４．平成２６年度予算案について 

５．定例総会準備と応援体制について 

６．平成２６年度地区選出幹事  
 

松村家の枝垂れ桜 
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青葉区の災害時用備蓄医薬品

について説明する中村氏 

 

写真提供は、成人部 

 藤村 雄一さん 

 

 

弁
天
橋
か
ら
の
眺
め 

 第４０回春の駐輪・駐車秩序正常化キャンペーン 

      にご参加ください ！！ 
 恒例の春の駐輪・駐車秩序正常化キャンペーンが右記の要領で開 

催されます。多数の皆様の参加をお待ちしています。 

  日 時： ５月２３日（金）および２４日（土） 

 （各日）7：30～10：30､ １３：３０～１５：３０ 

キャンペーン地域：玉川学園前駅 南側・北側一帯 

参加者集合場所： 玉川学園前駅 南口階段下 

◎ 参加申し込みは各支部などの単位ごとにお願いします 
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        平成２６年度 環境リサイクル施設見学会 [６・１９(木)]  申し込み書  

        ５月２８日（水）～３０日（金）１０：００～１６：００に町内会事務所に申し込んで下さい。       

          

支 部 名 会 員 氏 名 住      所 電 話 番 号 

    

    

              昨年度の見学会に（ 参加 ・ 不参加 ）どちらかに○をして下さい 

切り取り線 

 

 

 
餅つき体験会開催           －青少年部― 

 

３月１日(土)、小雨の降り続く中、玉川学園コミュニティーセンター前の広場で、

恒例の「餅つき体験会」が行われました。悪天候にも負けず来場されたお子様た

ちに、つきたての餅が、きなこ餅、あんころ餅、ゴマきなこ餅、からみ餅に整え

られて、テント下でふるまわれました。さすがに来場者は少なく前年の半分程度

でした。しかし、つきたてのお餅の美味しさは格別で、子供たちは寒さにも負け

ず、元気いっぱいにおもちをほおばっていました。中には、４度５度とお代りを

するお子さんもいらっしゃいました。 

餅つきにご協力いただいた、城南信用金庫の皆さん、そして交番勤務の合間に

駆けつけてご協力いただいた警察官の皆さん、有り難うございました。また来年

もよろしくお願いします。 

 

      「玉ちゃんバス」の運賃改定 

 

２０１４年４月１日より実施された消費税率引き上げに伴い、「玉ちゃんバス」

の運賃が改定されました。 

 なお、運賃全額を１枚のＩＣカードでの支払いの場合は１円単位の運賃、現金

等でお支払いの場合は１０円単位の運賃となります。 

 

 

路線名 
支 払 

区 分 

改定前運賃 改定後運賃 

大人 

（障害者手帳） 

小児 

（障害者手帳） 

大人 

（障害者手帳） 

小児 

（障害者手帳） 

「玉ちゃんバス」 

北ルート 

東ルート 

現金 

 

１７０円 

（９０円） 

 

９０円 

（５０円） 

１８０円 

（９０円） 

９０円 

（５０円） 

ＩＣ 

カード 

１７５円 

（８８円） 

８８円 

（４４円） 

 

お問い合わせ先 

○小田急バス株式会社 町田営業所   電話 ０４２－７３４－５２１１ 

○町田市都市づくり部交通事業推進課  電話 ０４２－７２４－４２６１ 

 
大雪の中に見た「近隣の支え合い」  

－６地区長 斎藤三夫― 

２週連続したことし２月の記録的な大雪。

都心で２７センチの積雪、町田では優に３０

センチを越していたでしょうか。玉ちゃんバ

スも何日間か運休となり、楽しみにしていた

町内会文化部による「落語会」も延期のやむ

なきに至りました。 

 町内の至る所に、雪かきによる雪の山が道

路わきに出来ましたが、私の住む地域周辺で

は朝早くから四軒五軒と軒並みご近所の方々

が除雪に取り組む光景が見られ、これまでに

なく「共助」の力を実感しました。 

自宅前だけではなく、皆が利用する街の石

段にも早々と道がつけられ、ご高齢の方の家

の周りも皆さんが協力して雪かきをして下さ

り、往来する車が走れるようにもなりました。 

 『困った時は お互いさま』の心が自然と

はたらく「近隣の支え合い」。災害時や「いざ

まさか」の時にはこうしたご近所の助け合い

による「近助」の力で困難を乗り越えたいも

の…その可能性､希望の灯を見る思いをした、

この冬の大雪でした。 

 

 

 

 
 

餅つきは楽しいね！！ 
 

お餅は美味しいね！！ 

 藤村雄一さん銀賞獲得 

町内会幹事として活躍中の藤村雄一さん

(８丁目在住)が、趣味の写真で、昨年の第２０

回市展で文化協会長賞（町田市美術協会主催）

獲得に続き、学校法人・日本放送協会学園の

ＮＨＫ学園・通信教育カメラメイトの２０１

４．２月のコンテストにおいて銀賞を獲得さ

れました。（本号の「春の健康ウォーキング」

の写真も藤村さんの作品です）。 

今回の銀賞受賞について、ご本人は、最高

賞の金賞受賞の時に「町内会だより」に公表

してもらいたいとのご意向（？）を冗談交じ

りに語っておられました。というわけで、銀

賞受賞の写真のご紹介は出来ませんでした。 

早い金賞受賞の知らせを、心待ちにしてい

ます。 

 新年度が始まりました －総務部― 

会費と消防協力費の徴収にご協力下さい。 

支部長さん、班長さんが集金に伺います。 

    町内会費 ：年間 ２，０００円 

消防協力費：年間   ４６０円 

＊町内会加入のお誘い 

玉川学園町内会の会員数は、平成 26 年 3

月 31 日現在 4,036 世帯です。昨年より僅

かに減少しています。 

ご近所に引っ越してこられた方や、まだ町

内会に加入なさってない方がいらっしゃった

ら、加入をお勧め下さい。 

「町内会のしおり」等の資料は町内会事務

所にあります。 
 

冊子「我がまち 玉川学園・南大谷」を配布します 

玉川学園・南大谷地区協議会設立準備会 

 玉川学園・南大谷地域を対象にして、地域の課題に対応できる組織として、「地区

協議会」を作ってはどうかというアイデアを検討するため、地域が抱えている課題

を整理し、また既に住民が各種の課題に対応するため活動している諸団体の状況を

知るための手がかりとして、標記の冊子（48 ページ）を作りました。各支部・各

班で見本を回覧していただきますので、入手ご希望の方は、玉川学園町内会事務所

までおいで下さい。 

 このアイデアに関するご意見をお寄せ下さい。 

 


