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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。 
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町田エコフェスタ２０１５の開催  ―環境部― 

 エコフェスタとは、ゴミを限りなく分別して資源化していくこと

に取り組んでいる町田市が、ゴミ問題・環境問題を身近な問題とし

て楽しみながら学ぼうと実施する市民参加型のイベントです。主催

は、町田エコフェスタ 2015 実行委員会で、玉川学園町内会環境

部は、この委員会の事業部会を支えています。ステージでは、小学

校・中学校・高等学校の児童・生徒による歌・吹奏楽・ダンス・和

太鼓など、また、種々の団体によるお囃子・紙芝居・歌・踊り・漫

才などが演じられます。出展・出店では、食べ物の模擬店やおもち

ゃ修理をしてくれるブース、リサイクル関連商品を展示販売するブ 

ースなど多彩なブースが並んでおり、 

子供達のためにはスタンプラリーも実 

施しています。また、フリーマーケッ 

トも開催しています。日時と場所は下 

記の通りですので、みなさんの参加を 

お待ちしています。 

日 時：10 月 4 日（日）午前 10 時〜午後 3 時 

場 所：リサイクル文化センター（町田市下小山田町 3160） 

玉ちゃんバス南ルート開通に向けて 

進んでいます！ 

玉川学園交通問題協議会 

玉ちゃんバスは、２００５年に北ルート、２００７年に東ルー

トが開通して玉川学園はじめ地域の大勢の皆様に親しまれ、利用

されています。昨年１２月には乗客数５００万人を突破しました。 

 当初から検討されていた南ルートは路が狭いなど、バスの運行

が困難な地域で運行開始が遅れていました。その間、町田市役所、

小田急バス、町田警察署、警視庁、町内会や近隣地域自治会等（玉

川学園コミュニティバス推進委員会）の皆様などが話し合いや検

討を重ねて、色々な問題を一つずつ解決してきました。 

 今年度に入り、いよいよ玉ちゃんバス３つ目の南ルートの計画

が、今年１２月の運行開始を目途に進んでいます。ただ、狭い道

ゆえに他に例を見ない「地域ルール」 

を守る必要があります。すなわち、バ 

スも一般車両も歩行者もお互い譲り合 

って、より安全に通行しましょうと言 

うルールです。身近にせまった開通に 

向け、皆様のご理解、ご協力をお願い 

いたします。 
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「日帰り親睦バス旅行」の参加者募集のご案内         －成人部― 

毎年秋に行っている恒例の日帰りバス旅行を、今年も以下の要領で実施します。今回は、河口湖畔にて、富士山を眺めながらの紅

葉見物、「富士ビューホテル」での食事、「オルゴールの森」での憩いのひとときを旅行プランに盛り込みました。多数のご応募をお

待ちしています。 

  ●日 時  ：平成２７年１１月２６日（木）午前８時３０分集合（８時３５分出発）雨天決行 

  ●集合場所 ：東京都民銀行前 

  ●参加費  ：3,500 円（昼食代、入場料、保険料などを含む） 

  ●行き先  ：河口湖、富士御室浅間神社、富士ビューホテル、オルゴールの森 

  ●行 程  ：玉川学園→高尾山ＩＣ→談合坂ＳＡ（トイレ休憩）→河口湖ＩＣ→富士御室浅間神社 

→富士ビューホテル（昼食休憩）→オルゴールの森→河口湖ＩＣ→玉川学園 

（午後 5 時 30 分～6 時到着予定）  

  ●募集定員 ：98 名(49 人乗りバス 2 台)。申込者が定員を超えた場合は抽選。（当落は全員に通知） 

  ●申込み方法と申込上の注意 

    ①裏面の申込書に記入の上、10 月 22 日（木）午後 4 時までに町内会事務所にお届けください。②昨年のバス旅行に参加 

されなかった方を優先します。③当選者は 11 月 4 日（水）～9 日（月）[土・日はお休み]のいずれかの日に町内会事務所 

に参加費（3,500 円）を持参し、申込み手続きを完了して下さい。 

④旅行当日の旅程表は申込み手続き完了(参加費納入)時にお渡しします（乗車バスも決定します）。 

 

 

資源回収の報告 -環境部- 

８月の回収は９９．０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 
 やっと猛暑の夏が終わりました･･･ 

9 月に入り、町内会行事も目白押しです。「町内会

だより」8・9 月号とも参加申込書がついています。

どうぞ、積極的にご参加ください。 

 地域のコミュニケーションが良好になり、健康寿

命が延びるよう町内会も工夫をしています。より住

みやすい、玉川学園の街になるように。 （藤本）                

９月定例幹事会（９/１）報告-総務部- 
下記の協議事項が承認されました 

議案審議事項 

１．日帰り親睦バス旅行実施について 

２．第２地区防災倉庫補修について 

報告事項  

１．志ん輔独演会会計報告 

 

合同総合防災訓練に参加しましょう!! 
～いざ、まさかの時に備えて～    ―防犯防災部― 

平成２７年度 

『玉川学園地区 合同総合防災訓練』 

日時    ９月２７日（日） 午前９時～１１時３０分 

場所    町田第五小学校 

訓練内容・スタンドパイプ訓練、初期消火 

訓練、煙体験、通報訓練、展示 

物説明、はしご車搭乗等 

    ・参加者全員でのバケツリレー 

・消防団のパフォーマンス、消防車放水 

 

＊各地区ごとにまとまって、８時５０分までに集合してくださ

い。 

＊終了後、炊出しの「五目御飯」と「防災グッズ」をお持ち帰り

ください。 

※ご注意！！ ８月２９日（土）早朝、玉川学園３丁目で住宅火

災が発生しました。残念なことに、この住宅にお住いのお一人暮

らしの７１歳のご婦人が亡くなりました。心よりお悔やみ申し上

げます。玉川学園地域では、平成２５年は火災発生４件、死亡者

１名、平成２６年は火災発生２件、死亡者０と火災が発生してお

ります。お一人住まいの方、高齢者の方のみのご家庭では、特に

火災が起きないよう十分にご注意ください。 
 

河口湖オルゴールの森 
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         平成２７年度  町内会日帰りバス旅行 参加申込書        受付番号     

申し込みは町内会会員と同居家族に限ります。１０月２２日（木）午後 4 時までに、町内会事務所（または事務所郵便受け）にお届け

下さい。  

支 部 名 会 員 氏 名 住      所 電 話 番 号 

    

    

 

 

 

※今年度秋の駐輪・駐車正常化キャンペーンは中止します！！ 
 毎年行われていた本キャンペーンは、玉川学園前駅が工事中のた

め今回は行いません。駅周辺の利用に関し、マナーアップのご協力

を今後ともよろしくお願いいたします。 

 

２０１５年「フラッグ・アート教室 in 玉川大学」                  

－青少年部― 

快晴に恵まれた玉大オープンキャンパスの 8 月 2 日（日）、

１１時頃から父兄同伴の児童が来場。町五小と南大谷小含めて

６０名強。南大谷中・美術部の生徒が約２０人。大学生と打ち

合わせ後、児童数人ずつのグループ編成がなされ、第２回「フ

ラッグ・アート教室㏌玉川大学」が開かれました。 

 今年のテーマは、「まる・シカク・せんのまちどんなまち？」。

１１：３０中島准教授の挨拶の後、グループ毎、大学生が先陣

を切って自己紹介、児童の緊張も取れ、模造紙へのアイディア

スケッチに取り掛かりました。フラッグへの転写が終わるとい

よいよ色付けに。 

 今年の試案は、シャボン玉の採用でした。特性シャボン玉液

をもらい、ストローでフラッグの上に吹き落とし、泡のピラミ

ッドに色を落としこんでいくと、シャボン玉が崩れると同時に

色の変化が起こります。見学の人も引き込まれていきました。 

 一人ひとりがそれぞれ選んだ色でシャボン玉にトライし、に

じみの効果を取り入れながら作品作りが進みました。 

１３時、用意されたブルーシートにグループ毎、車座になって

のランチ、お兄さんお姉さんたちとの談笑が起こり、楽しいラ

ンチタイムが終わりました。 

今年も、８月下旬南口駅前、９月上旬は北口商店街、来年１

月下旬は恩田川遊歩道に展示、皆さんに楽しんでもらいます。 

 

 

 

 

今年度はじめてとなる「第 7 地区スタンドパイプ＆ＡＥＤ操

作訓練」を梅雨晴れの 7 月 15 日（水）14 時～こすもす会館

及び隣接の東玉川学園四丁目児童公園にて 2班に分かれて実施

しました。この日は、定例の「防犯・環境パトロール」の日に

合わせて、日頃からパトロールにご尽力いただいている役員・

会員さんを中心に声掛けして実施しました。参加者は、全体で

19 名と当初予定した人数が集まり、東京消防庁町田消防署員

の指導の下、スタンドパイプとＡＥＤの訓練を行いました。ス

タンドパイプ組では、消火栓操作担当者とホース中継の担当者

さらには放水担当者の 3 つの分担に分かれて、「放水準備よ

し！」「放水はじめ！」「放水やめ！」と連続した勇ましい掛け

声で息の合った連係を行い、無事、全員がそれぞれの持ち場を

体験することができました。他方、ＡＥＤ組では、会館の 1 階

会議室において 2 台の訓練用ＡＥＤを使って、日詰隊長から懇

切丁寧な操作指導を受け、「慌てず・焦らず・根気よく」参加者

全員が操作訓練の習得に励みました。 

習得された操作マニュアルをご自身のものにして今後に活か

してもらえたらと考えております。ご参加された皆様、最後ま

で熱のこもった操作訓練に取り組ん 

でいただき、大変お疲れ様でした。 

また、暑い中にもかかわらず、本 

番さながらでご指導してくださった 

町田消防署の皆さんに対し、厚く御 

礼申し上げます。 
 

 

「スタンドパイプ＆ＡＥＤ」操作訓練後記 

              ―第七地区長 岸川 和正― 

 
 

 

 

切り取り線 

スタンドパイプ操作訓練   ―第３地区― 

 夏の特別防犯パトロールにご参加いただいた皆さま、暑い中、あ

りがとうございました。 

 以下の要領で、消防署指導の下、スタンドパイプの操作訓練を行

います。参加者の皆さんが実際に操作していただきたいと思います。 

※多くの方の参加をお待ちしています。 

 日 時 ：１０月１７日(土) １５：００～１７：００ 

 場 所 ；玉川学園３丁目児童公園（３丁目１８番） 

 （荒天、同時間帯に消防車が緊急出動時は中止します） 

  

 

“秋の子どもまつり”－秋の子どもまつり実行委員会―     

日  時 10 月 18 日(日)10 時～14 時 

         町田第五小学校校庭(雨天時体育館) 

今年のテーマは“にっぽんウォッチ”  

           昔の日本を冒険しよう！ 

（町内会は、「昔遊び」コーナーで、メンコ・竹馬・こま回し・将

棋・あやとり・ベーゴマ・お手玉・けん玉遊びのお手伝をします） 

 

 

町内会会員名簿（2015 年版）の配布について―総務部― 

 町内会会員名簿の新版（2015 年版）が完成しました。順次お届け

しておりますので、もうすでにお受け取りになった方も、まだお受

け取りになっていない方もいらっしゃると思いますが、新名簿がお

手元に届きましたら、念のためにもう一度ご確認下さい。名簿原稿

を回覧して会員のみなさまそれぞれに二度ご確認いただき、ご訂正

いただいた箇所についてはさらに総務部で再チェックをいたしまし

たので、誤りは少ないはずです。しかし、原稿回覧の際のチェック

漏れなどの理由により、不備な点がなお少なからず残されていると

予想されます。新名簿をご確認いただいて不備に気づかれた場合に

は、お手数ですが、町内会事務所までご一報下さい。少し時間を置

いて集計し、１２月末までには何らかの対処法を考えたいと思いま

す。 

積極的な見守り｣希望の 5 名の方を訪問しました 

記録破りの猛暑が続いた今夏、東京でも 35 度を超える｢猛暑日｣

が 8 日間も続きました。(8 月第 1 週)これを受けて、ブロック内･

東玉川学園自治会のあんしん連絡員さんおふたり(いづれも自治会

長をされた方)が、8 月８日、４名の｢積極的な見守り｣対象者宅を訪

問…｢厳しい暑さが続＜中、お変わりありませんか？｣と、声かけを

されました。みなさん、声をかけて頂いたことに感謝の言葉を述べ

られ、すこし前に熱中症で救急搬送された方も回復されており、無

事を確認できました。また、町内会 6 地区の｢積極的な見守り｣対象

者の方も、ご近所で旧知のあんしん連絡員さんが折を見て訪ねて下

さり、特にお変わりな＜過ごされていることを確認しています。 

 このようにして｢見守りネットワーク Eブロック｣内の｢積極的な

見守り｣対象者 5 名に対する訪問･声かけが行われていますが、一方

で地区内には、今回の市の見守りアンケート調査に回答を寄せなか

った方(その理由は｢関わりを持ちたくない｣｢迷惑をかけたくない｣

など様々…)もおり、このような方々を含め従来からの｢さりげない

見守り｣を、引き続きしっかり継続していくことが大切と思います.。 

  （見守りネットワークＥブロック＜東玉川学園 1・2 丁目＞） 


