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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 
http://tamagawagakuen-chonaikai.net 

 

 

 

 平成２７年度の定期総会が４月１９日(日) １３：００から「さくらんぼホール」 

 で会員２０８名が出席して開催されました。当日の発表では２４８名でしたが集計が 

 違っていました。会則では７０名で総会が成立することになっていますので、総会は成 

 立しています。 

  総会では２７年度事業計画案、予算案など全ての議案が承認されました。又、体調不良によ 

る会長退任のため、急遽会長及び副会長の選出と同時に会計監査２名の選出が行われ次の方が 

 選出されました。 

新役員 (1)会長-----松香光夫 (2)副会長---前野 紀夫 (3)会計監査-後藤美知子      吉見 赳 

(本年で退任なさる役員のみなさん本当にご苦労様でした。これからも町内会活動にご協力をお願いいたします)  

 

なお総会における議題・詳細については６月発行予定の「たまがわがくえん町内会広報」１２６号をご覧ください。 

会長をお請けすることになりました  松香光夫 

 これまで３年間、玉川学園町内会の副会長としてお手伝いをしてきました５丁目の松香です。この度の 

総会で、鎭目 義雄会長が体調を崩されたということで辞任の申し出があり、役員会で検討の上、松香を 

後任会長候補として推薦するということになりました。今期から副会長を４名にしていただきましたが、 

私自身は前期からの副会長でもあり、その点で鎮目会長に負担を掛けてきたのかも知れないという気持で、 

お請けすることにしました。会則上、会長が任期途中で交代するという事態を想定していなかったので、 

特例的に１年間の時限でお認め頂いたことになり、改めて皆さまからの信任をお願い致します。 

 任期が途中ということでもあり、前任会長の運営方針、また、９部を構成する従来の役員の皆さんの方 

針に沿って進めさせていただきますが、周辺の状況も変わりつつありますので、町内会のあり方については、 

改めて間もなく発行される「町内会広報」の紙面上で述べさせていただきたいと思います。 

 会員の皆さまからも、町内会のあり方についてのご意見・注文・提案を事務所まで、出来ればファックス 

のような形でお受けできたら有難うございます。 

  のお知らせ   －文化部― 

 今年も皆様方からの熱いアンコールにお応えして、昨年 11 月に引き続き古今亭志ん輔独演会（第 4 弾）を下記の要領で取り行いま

す。つきましては、参加ご希望の方は、裏面の申込書に氏名、住所等を明記のうえ、申込み締切日までに、町内会事務所までお申込みく

ださい。 

                 記 

１ 日  時  平成 27 年 8 月 2 日（日） 13 時開場、13 時半開演 

２ 場  所  さくらんぼホール                         

３ 演  者  古今亭志ん輔師匠 昭和 28 年東京生まれ。47 年古今亭志ん朝に入門し、朝助に。 

        52 年二ツ目で朝太、60 年真打に昇進し、志ん輔に。志ん朝の一番弟子。 

        志ん生、志ん朝、志ん輔と古今亭の本流を歩む。落語協会理事。 

４ 演  目  夏場の季節にふさわしい人情噺一席と滑稽噺一席の計二席。演目につきましては、 

当日までのお楽しみとします。他に開口一番として弟子の古今亭半輔改め始さん（二ツ目）に一席。 

５ 入 場 料  1,000 円 

６ 申込締切日 平成 27 年 7 月 3 日（金）までに申込書でお申し込み下さい。 <町内会事務所必着（Fax でも可）> 

７ その他   応募者多数の場合は抽選になりますが、当落は必ず連絡いたしますので当選された方は、当選ハガキに記された指示 

に従って入場料 1,000 円をご持参のうえ町内会事務所までお越しください。 
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月
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平成 27 年度定期総会が開かれました    ―総務部― 

 

 正副議長の藤沢さんと山田さん 

資源回収の報告 
-環境部- 

4 月の回収は 

１０５．３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 

 

広報部から 

 農薬による健康被害、環境汚染を指摘したことで知られるレイチェル・カーソンの

著書「沈黙の春」の中に、ジャン・ロスタンの「負担は耐えねばならぬとすれば、私

たちには知る権利がある(The obligation to endure gives us the right to know.)」と

いう言葉が引用されている。今春、福島の大学・大学院の卒業式で、大学院の女性の

総代がその言葉を援用した。来賓がことごとく震災から４年たったと発言した後で自

分の時間は止まったままであると嘆いた。つづいて「沈黙の春」を援用し自分の社会

的な役割を述べたというわけである。この指摘は、女性ならではの、あるいは若者な

らではの発想に基づいているといってよいだろう。近年、「もっと女性が活躍できる

社会を！」というかけ声をよく耳にするが、それは、足りない人手を補うために女性

を活用するということではないはずである。男社会にはない発想を女性から、老人社

会にはない発想を若者から手に入れることによって、社会の健全な発展が可能になる

ということだ。町内会においても、女性や若者の活躍によって、更に充実した活動が

展開されることを期待したい。                                     （前田） 

 

5 月定例幹事会（5/12） 
-総務部- 

下記の審議事項が承認さ

れました 

１．落語会開催の件 

 

連絡事項 

１．地区協議会について 

２．月次予定表 

（5 月～６月） 

３．平成２７年度予定表 

 

 

松香新会長  

古今亭志ん輔師匠 
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 平成２７年度 町内会落語会 参加申込書 

        下記の申込書に記入のうえ町内会事務所郵便受けか、ＦＡＸにて７月３日（金）必着でお申し込みください。 

 氏   名 住      所 電 話 番 号 

   

   

   

 

玉ちゃんバス・南ルートの運行に向けて 
玉川学園交通問題協議会・コミュニティバス推進委員会 

 玉川学園地区を循環するコミュニティバス「玉ちゃんバス」の３ルート目＝南ルートについては、バスの購入が済んで、難航してい

た道路の拡幅工事等にかかるところまで進みました。主たる工事箇所は玉川学園８丁目松見ヶ丘になります（コース全体図は町内会だ

より１月号をご覧下さい）。４月に落札業者が確定し、直接工事に関わる地域ではお話しも進めさせていただいていますが、一部通行止

めを含む工事になりますのでお含み下さい。 

担当部課：町田市建設部道路整備課(042-724-1129・担当・井上)町田市都市づくり部交通事業推進課(042-724-4261・担当・坂田) 

施工者：(有)末野土木(042-797-4814)  工事期間：施工時間：４月下旬〜８月 31 日；９時〜18 時（日曜・祝日は休工） 

工事内容：道路整備（幅員約 5.66m を確保）、自立式擁壁工事、側溝・雨水管等排水設備の布設、アスファルト舗装 

☆工事期間中は、交通整理要員の案内にご協力下さい。 

☆工事終了後、警察等への手続きを経て、年内の運行開始（運行業者は、北・東ルートと同じ小田急バス（株））を予定しています。 

 
「消えないまちだ君」が設置されました  

防犯防災部 服部知行 
３月上旬、玉川学園北口商店街のメインストリートの街路灯に、「消え

ないまちだ君」（町田市災害・停電時ＬＥＤ街路灯）が計１５基設置され

ました。緑色の街路灯数本毎に、上の方にグレーの小さな箱が取り付けら

れ、赤いボタンが見えます。中ほどには「消えないまちだ君」のシンボル

ステッカーが貼られ、下の方には説明文が書かれています。 

 「消えないまちだ君」は、町田市小山ヶ丘にある（株）イズミが、２０

１３年に開発した「ＬＥＤ街路灯」です。災害による大規模停電時でも３

日間、消えずに点灯し続けます。２０１１年の東日本大震災の際、停電に

よる暗闇で避難場所等への誘導に苦慮した町田市は、電気の供給が止まっ

ても点灯し続ける街路灯を開発するために、市内企業と共同開発プロジェ

クトを立ち上げました。その中心が（株）イズミです。コストを抑えるた

めに、街路灯内部にバッテリーユニットを組み込み、既存の街路灯をその

まま活用できる方法を考えたそうです。これにより設置費用を抑えながら

景観も損ねず設置できることになりました。皆様ももうご存知だと思いま

すが、商店街のメインストリートは、電信柱が無く非常にスッキリした通

りですが、これを損なうことなく設置されています。 

 「消えないまちだ君」が活用される時が来ては困るのですが、設置され

ていることにより、住民の安心感は非常に大きくなると思います。今後は、

小学校の校門付近や、玉川学園前駅南口、「さくらんぼホール」「こすもす

会館」の玄関付近、「一時避難広場」の公園等への設置も町田市に働きか

けて行きたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

環境部からの報告 
１）「環境・リサイクル施設見学会」のお知らせ 

 今回の見学会は学習会と言う方が適切かもしれません。今回訪問する会社は、＜１００年先、自然とひとつになるために＞ を標語

として，環境共生への挑戦を続けている会社です。家屋やビルを解体して出た産業廃棄物を、独自の方法で分別・分級して、減量化・

再資源化率 95% を達成し、リサイクル製品の原料として出荷する過程を見学します。また，この会社は江戸時代から伝えられてきた

自然と文化を継承する多世代コミュニティ「三富今昔村」を持っており、保存されている美しい雑木林では水車の粉挽きを見ながら石

臼体験ができる環境教室なども楽しんでいただきたいと思っています。「参加申込書」は、６月号の「町内会だより」に貼付します。 

＜見学スケジュール予定＞ 

①日時：７月１７日(金)７：３０～１７：００「日帰りバス旅行」②見学：石坂産業株式会社（埼玉県入間群三芳町上富緑 1589-2） 

２）第１回環境委員会の開催 ４月２４日（金）午後 1 時半から玉川学園さくらんぼホールで開催しました。最初の 1 時間は「資源と

ゴミの出前講座」というタイトルで、町田市役所３R 推進課の方々が、「資源とゴミのゆくえ」「資源とゴミの出し方」「使用済み小型家

電の回収」「リサイクル広場の利用」「家庭用生ゴミ処理機の助成制度」など、ゴミを資源化するための具体的な方法を丁寧に説明して

くれました。今後も、機会があれば、このような講習会を開催したいと思っています。次いで、環境委員会を開催し、今後 1 年間の環

境委員の仕事を説明し、理解していただきました。「善意の傘の運用管理」では、各環境委員が毎週交代で 1 週間、玉川学園前駅構内に

ある「善意の傘」の棚と傘立ての整理を行うこと。各地区で実施されている「防犯・環境パトロール」への積極的な参加、および、現

在玉川学園地区の２３カ所に設置されている「憩いの椅子」の点検など、１０種類ほどの仕事をお願いしました。 

３）駅前北口の大ケヤキの再生 町田市役所道路補修課が４月２４日に支柱設置(現在、しゃれた支柱が幹を支えています)。５月 1 日

に土壌改良(周囲に竹が打ち込んであります)。そして５月中もしくは６月上旬に幹の病害に対する防除として「泥巻き」を実施する予定

とのことです。これは、主に樹木下にある土を用いて、幹に巻きつけ樹皮を覆い、土壌中の微生物の働きや遮蔽効果によって菌などの

樹勢低下を招いているものを減衰させることを狙って実施するとのことです。これらの処置によってケヤキが、再度、すくすくと成長

していってくれることを願わずにはいられません。 

 

 

       《健康チェック・骨量測定》 
               玉川学園町内会・健康づくり推進員 

 昨年ご好評いただいた「健康チェック・骨量測定」を今

年度も無料で実施することになりました。今回は、玉川学

園町内会独自主催と地区社協の後援で行います。なお、町

田市いきいき健康部健康課にご協力をお願いしています。 

日 時 ６月２１日(日) ９時１５分開場 

場 所 今年は東玉川学園４丁目「こすもす会館」 

 健康チェック項目 

①骨量測定  

   測定は素足で行いますので、測定時の 

ストッキング等の着用はご遠慮ください。 

②俊敏性チェック   

   長さ５０㌢の丸棒を落下させ瞬時に把握 

   するものです。 

③体脂肪測定 体内の脂肪の割合の測定。 

④肌水分測定 体内の水分量を測定。 

⑤握力測定 右手・左手の握力を測定。 

⑥手洗いチェッカー 専用ローションを手の全面に 

  塗布して手洗いをし、洗い残しをチェックします。 

 健康に関する講話  

骨量及び栄養に関する講話を、町田市いきいき健康部

の栄養士さん依頼して行って頂く予定です。 

。 

 

 

 

切り取り線 


