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７月号 

平成２０年 ７月１５日 発行責任者 太平 義正 
「ご近所つき合い」はコミュニケーションから 

副会長―行事部長 長谷川 義剛 

自分が住んでいる同じ町内の人を何人知っていますか？表ですれ違って誰だか判りますか？ 

今の時代は「近所つき合い」がわずらわしいとか、面倒くさいとか言って、敬遠する人がいます

が、「遠くの親戚より、近くの他人」のことわざの通り、まずは「近所つき合い」が大切です。

「近所つき合い」は毎日暮している自分の地元の人達とのコミュニケーションから始まります。 

その為に、行事部としては自治会の多くの会員に参加してもらい、新たな交流やつき合いを深

めて頂く催しをいくつか実施していきます。今年度は「バス研修会」、「子供まつり」、「小川会館

運営委員会主催のフリーマーケット」「餅つき大会」等の行事を予定していますので、ぜひとも

多くの会員の方々の参加をお待ちしています。特にこれらの行事に関心がある方でスタッフとし

て協力して貰える人は勇気を奮って積極的に参加して下さい。 

また、今後の「近所つき合い」の一環としての行事部活動に追加したい催しがあれば、どしど

し提案して下さい。小川自治会は会員一人一人が自分達の生活をより良くする為にある自治会な

のです。自治会活動に積極的に参加し、より住み良い生活の場を一緒に作って行きましょう。 

今年今年今年今年のののの““““小川小川小川小川こどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつり””””はははは８８８８月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（土土土土））））ですですですです    

☆☆☆☆バスバスバスバス研修会研修会研修会研修会のののの報告報告報告報告（（（（行事部行事部行事部行事部））））    ――――来年来年来年来年のののの見学先見学先見学先見学先にににに希望希望希望希望がありましたらがありましたらがありましたらがありましたら行事部行事部行事部行事部ままままででででーーーー

・７月３日（木）幸い梅雨の中休みで天候にも恵まれ、又７時１５分早朝出発にもかかわらず、 

５４名の参加がありバス研修会を実施しました。 

・ヤクルト裾野工場、虎屋御殿場工場の製造工程や駒門風穴、御殿場わさびの郷などを見学し、

４時過ぎ無事帰って来ました。参加者から好評で、来年も実施希望のご意見が多数ありました。 

       

☆☆☆☆敬老祝敬老祝敬老祝敬老祝いいいい品品品品についてについてについてについて（（（（渉外部渉外部渉外部渉外部））））――詳細詳細詳細詳細はははは回覧回覧回覧回覧でででで 
 ・本年度も９月の敬老の日に自治会より敬老祝い品をお届けします。 

・対象は今年末までで満７０歳以上の自治会員および同居家族の方です。 

・詳しくは回覧していますので、忘れずにお申し込みください。 

・班長さんへの申し込み提出締め切りは８月４日（月）です。 

☆☆☆☆赤十字募金赤十字募金赤十字募金赤十字募金（会計、渉外部） 
           

503,100 円の募金が集まりました。（昨年度は 511,300 円） 

ご協力ありがとうございました。日本赤十字社へ届けました。 

 

回覧 
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☆☆☆☆防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練（防災対策部） 
 ６月２９日（日）開催の町田市主催「防災隊講習会」はあいにくの雨天で、全体で約１５０名、

当自治会からは１０名強と参加者がやや少ない状況でしたが、参加者は６つの班に分かれ、全員

熱心に、約１時間半講習と訓練を行いました。 

防災の知識は家族家族家族家族とととと自分自身自分自身自分自身自分自身をををを守守守守るるるるために重要です。秋には市役所と消防署の協力を得て、 

自治会主催で「自主防災訓練」を行います。別途案内しますので会員の皆様ふるって参加下さい。 

 

☆☆☆☆紙資源回収実績紙資源回収実績紙資源回収実績紙資源回収実績――――４４４４～～～～６６６６月月月月（環境衛生部）                  単位＝ｔ 
    １丁目 ２丁目 ３．４丁目 合計 

４月 ６．９ ８．７ ５．３ ２１．０ 

５月 ４．３ ５．５ ４．９ １４．８ 

６月 ５．２ ５．８ ５．９ １６．８ 

合計 １６１６１６１６．．．．４４４４    ２０２０２０２０．．．．００００    １６１６１６１６．．．．１１１１    ５５５５２２２２．．．．６６６６    

月平均 ５５５５．．．．５５５５    ６６６６．．．．７７７７    ５５５５．．．．４４４４    １７１７１７１７．．．．５５５５    

昨年同期間月平均 ６．０ ７．１ ５．３ １８１８１８１８．．．．４４４４    

昨年年間 月平均 ６．０ ７．１ ５．４ １８１８１８１８．．．．５５５５    

□色々理由はありますが絶対量絶対量絶対量絶対量がががが減減減減ってきていますってきていますってきていますってきています。 

□紙資源回収の奨励金は自治会、子供会、熟壮会の重要な活動資金となっています。 

□市の回収に出されている方は、自治会の回収にご協力下さい。 

□回収場所の看板がなくなったり破損している場合は、班長さんか、環境衛生部まで連絡下さい。 

 

☆☆☆☆またまたまたまたまたまたまたまたゴミゴミゴミゴミ・・・・・・・・・・・・・・・・２２２２題題題題（環境衛生部） 
ゴミのポイ捨てが相変わらず多いです。 

１）公園や道路など清掃したときに無料で出せるボランティアボランティアボランティアボランティア袋袋袋袋（燃えるゴミ用）があります。 

自治会で用意していますので、道路清掃などで利用される方は環境衛生部までご連絡下さい。

 

２）会員からのご要望もありポイポイポイポイ捨捨捨捨てててて禁止禁止禁止禁止ののののステッカーステッカーステッカーステッカーを 

作りました。（Ａ４版でラミネート加工してあります） 

公園など公共施設は自治会で張りますが、自宅周辺に 

ご希望の方は環境衛生部までご連絡下さい。 

悪質者悪質者悪質者悪質者はははは警察警察警察警察へへへへ通報通報通報通報しますしますしますします
小川自治会小川自治会小川自治会小川自治会地域美化強化自治会地域美化強化自治会地域美化強化自治会地域美化強化自治会ゴミゴミゴミゴミのののの

ポイポイポイポイ捨捨捨捨てててて

禁止禁止禁止禁止

☆☆☆☆平成平成平成平成２０２０２０２０年度自治会年度自治会年度自治会年度自治会スタッフスタッフスタッフスタッフ募集募集募集募集のののの結果結果結果結果（総務部） 
新しく５名の方が応募され、昨年から継続の１２名と併せて、１７名の方が本年度のスタッフ

として役員と一緒に活動されます。 

募集の期限は設けませんので今からでも参加ご希望の方は総務部 林までご連絡下さい。 

 

☆☆☆☆そのそのそのその他他他他のののの役員会役員会役員会役員会（（（（７７７７月月月月１３１３１３１３日日日日））））議題報告議題報告議題報告議題報告（総務部） 
１）来賓として田中市会議員からご挨拶および最新の市政報告 

２）小川子供会の夏休みラジオ体操の予定案内―詳細は回覧と掲示板で 

 

個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護のためのためのためのため「「「「自治会自治会自治会自治会だよりだよりだよりだより」」」」にはにはにはには会員会員会員会員・・・・役員役員役員役員などのなどのなどのなどの自宅自宅自宅自宅のののの電話番号電話番号電話番号電話番号はははは載載載載せませんのでせませんのでせませんのでせませんので    

連絡連絡連絡連絡がががが必要必要必要必要なななな場合場合場合場合ごごごご面倒面倒面倒面倒でもでもでもでも「「「「会員名簿会員名簿会員名簿会員名簿」」」」・・・・「「「「役員名簿役員名簿役員名簿役員名簿」」」」をををを参照下参照下参照下参照下さいさいさいさい。。。。    
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☆☆☆☆防犯情報防犯情報防犯情報防犯情報（防犯対策部） 
・・・・おおおお子様子様子様子様にににに対対対対するするするする犯罪犯罪犯罪犯罪がががが異常異常異常異常にににに増増増増えていますえていますえていますえています。。。。    

☆５月の後半から町田市全域でほとんど毎日発生しています。 

 ☆６月２７日には鶴川地区の公園で女性が刃物を持って児童を追いかけるという事件が発生 

 ☆７月１日には鶴川地区のバス停で女子中学生を車に連込もうとした事件も発生 

幸いいずれも未遂で惨事には至りませんでした。 

□お子様に対する犯罪発生状況（０５／１０～０７／０６） 町田警察署／町田市役所発表情報より 

    南 町田 忠生 鶴川 堺 計 

公然わいせつ ４ ２ ２ ６  １４ 

声かけ １  ３ ３  ７ 

触る・叩く・掴む他 ２ ２ １ １  ６ 

計 ７ ４ ６ １０  ２７ 

☆時間帯：２７件中２１件（８０％）が午後午後午後午後 3333 時時時時～～～～６６６６時時時時に集中しています。 

☆南地区の発生場所 ―小川では今のところ発生していません。 

・公然わいせつ  ：南つくし野（公園）、金森ｘ２（路上）、成瀬が丘 

・声かけ     ：鶴間（路上） 

  ・触る・叩く・掴む：金森（路上）、つくし野（路上） 

皆皆皆皆でおでおでおでお子様子様子様子様のののの安全安全安全安全をををを守守守守りましょうりましょうりましょうりましょう。。。。    
□防犯パトロール隊リーダー交流会開催報告 

 ２００５年４月に３つのパトロール隊が発足して３年経過しました。この間パトロール隊の 

活動を中心とした防犯対策の成果もあり、発足前の２００４年には１６件あった自治会内の 

犯罪が、８件・７件、昨年度は２件と大幅に減少しました。 

 ３年間の絶え間ないパトロール活動に対する感謝の意を込め、３隊のリーダークラスの人を中

心に、７月１４日「防犯パトロール隊リーダー交流会」を開催しました。 

パトロール隊、自治会役員の他、町田市役所防災安全課・防犯協会からも来賓として参加され、

総勢三十数名で、最新情報の交換や、今後の防犯対策について活発な意見交換を行いました。 

最後に「安全で安心して住める街づくり」をさらに推進していくことを全員で誓いました。 

（スピーチする鈴木町田市防災安全課長）      （熱心にメモを取る参加者） 

       

□６月の町田市内犯罪発生状況（０６／０１～０６／２８）      町田市役所発表情報より 

 町田市 南地区 小川 自治会自治会自治会自治会    

侵入窃盗 ２０ ８ ０ ００００    

ひったくり ３ ０ ０ ００００    

車上狙い １４ １ ０ ００００    

振り込め詐欺 ９ － － －－－－    

☆南地区の発生場所  

 ・侵入 窃盗：南成瀬ｘ２、成瀬台、成瀬が丘、南つくし野、鶴間ｘ３ 

   ・車上ねらい：金森・ 

・・・・夏休夏休夏休夏休みみみみ期間期間期間期間はははは犯罪犯罪犯罪犯罪がががが多多多多くなるくなるくなるくなる時期時期時期時期ですですですです。。。。侵入窃盗侵入窃盗侵入窃盗侵入窃盗、、、、変質者変質者変質者変質者、、、、痴漢痴漢痴漢痴漢にににに注意注意注意注意。。。。    
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先日転居された２丁目の

会員より、手紙をいただきま

した。手紙と一緒にパトロー

ルの後の飲み物代にでもと

寸志もいただきました。日頃

防犯パトロールに従事して

いる立場として、非常にやり

がいを感じ、勇気づけられる

礼状ですので、『自治会だよ

り』の紙面を借りて、紹介し

ます。 

2 丁目隊長 勝又

☆☆☆☆会員情報会員情報会員情報会員情報（敬称略）（総務部）   （７月０１日現在会員数＝１，２３２） 
 △入会 

  窪田 浩三  第 ２支部 ４班  ５月 

  白幡 友也  第 ２支部 ７班  ５月 

  原瀬 寛之  第 ２支部 ７班  ５月 

  有門 延道  第 ２支部 ７班  ５月 

  遠藤 俊雄  第 ３支部 ３班  ６月 

  梶岡 哲也  第 ５支部 ８班  ６月 

  上田 忍   第 ７支部 ７班  ６月 

本郷 弦   第 ８支部 ５班  ６月 

坂内 義弘  第 ９支部 ２班  ６月 

分部 活一気 第 ７支部 ４班  ７月 

▼退会 

  志水 政人  第 １支部 ６班  ３月

早野 裕次郎 第 ２支部 ６班  ３月

恩田 浩司  第 ３支部 ３班  ３月 

矢部 昌義  第 ３支部 ３班  ３月 

田中 博美  第 ９支部 ９班  ３月 

小山 哲朗  第１０支部 １班  ３月 

工  信幸  第１１支部 １班  ３月 

 □所属支部・班変更（自治会内転居） 

  木幡 真弥  第 ７支部 ４班 → 第１０支部 ２班 

 □会員名簿再登録 

  斉田 タキ  第 ２支部 １班 

宮園 利恵子 第 ６支部 ３班 

訃訃訃訃    報報報報                                謹謹謹謹んでごんでごんでごんでご冥福冥福冥福冥福をおをおをおをお祈祈祈祈りいたしまりいたしまりいたしまりいたしますすすす    

笠井 ふき子様（享年７６歳）小川１－１４－１０  ６月２２日ご逝去  

川本 昌 子様（享年９２歳）小川１－１７－ ７  ６月２２日ご逝去 

編集後記編集後記編集後記編集後記：犯罪は全ていやなものですが、特に社会的弱者をターゲットにした犯罪ほど卑劣で 

                    嫌悪感を覚えるものはありません。他の犯罪は減りつつあるのに、お子様を狙った

犯罪と、主として高齢者を狙った振り込め詐欺の被害が大幅に増加しています。 

より“安全・安心な街”づくりを強力に推進しましょう。     総務部 林

 


