
  

 

       ―１１月号― 

平成２２年 

１１月１５日 

 発行責任者：堤 光雄 編集責任者：林 紀史 
平成平成平成平成２２２２３３３３年度小川自治会役員年度小川自治会役員年度小川自治会役員年度小川自治会役員    立候補立候補立候補立候補・・・・推薦推薦推薦推薦受付開始受付開始受付開始受付開始        

 小川自治会細則１－（１）、（２）に則り、平成２３年４月より、小川自治会の役員として活動して

いただける方の立候補および推薦受付を開始します。 

    ◇◇◇◇対対対対    象象象象    ：：：：自治会長自治会長自治会長自治会長、、、、副会長副会長副会長副会長    若干名若干名若干名若干名（（（（２２２２～～～～３３３３名名名名）、）、）、）、会計会計会計会計（（（（２２２２名名名名））））、、、、専門部長専門部長専門部長専門部長（（（（５５５５部門部門部門部門））））    

◇◇◇◇受付期間受付期間受付期間受付期間：：：：本日本日本日本日からからからから平成平成平成平成２２２２３３３３年年年年１１１１月末月末月末月末    

◇◇◇◇任任任任    期期期期    ：：：：１１１１期期期期１１１１年年年年、、、、再任再任再任再任（（（（１１１１期期期期））））もももも可可可可    

１１１１．．．．立候補立候補立候補立候補をををを希望希望希望希望されるされるされるされる方方方方、、、、２２２２．．．．活動内容活動内容活動内容活動内容をををを詳詳詳詳しくおしくおしくおしくお聞聞聞聞きになりたいきになりたいきになりたいきになりたい方方方方、、、、３３３３．．．．推薦推薦推薦推薦をされるをされるをされるをされる方方方方    

はははは下記下記下記下記のいずれかまでごのいずれかまでごのいずれかまでごのいずれかまでご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    

小川自治会長：堤 光雄、役員選考委員会委員長：長谷川 義剛 

近年役員近年役員近年役員近年役員になっていただけるになっていただけるになっていただけるになっていただける方方方方がががが少少少少なくなくなくなく、、、、このままではこのままではこのままではこのままでは自治会活動自治会活動自治会活動自治会活動にににに支障支障支障支障をきたすこともをきたすこともをきたすこともをきたすことも予想予想予想予想されされされされ

ますますますます。。。。ぜひぜひぜひぜひ皆様皆様皆様皆様のののの積極的積極的積極的積極的なななな参画参画参画参画をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。                           

    

☆☆☆☆資源回収実績資源回収実績資源回収実績資源回収実績    ７７７７月月月月～～～～９９９９月月月月（環境部） 

単位＝ｔ １丁目 ２丁目 ３・４丁目 合計 

７－９月合計 ２１２１２１２１．．．．７７７７    ２１２１２１２１．．．．００００    １６１６１６１６．．．．４４４４    ５９５９５９５９．．．．１１１１    

（うち古布資源） （０．８） （０．６） （０．７） （２．１） 

昨年７―９月 ２４．０ １７．５ １７．９ ５９．４ 

本年１―９月 合計 ６８．１ ５７．５ ５０．６ １７６１７６１７６１７６．．．．２２２２    

昨年１―９月 合計 ７３．６ ５７．６ ５５．５ １８６１８６１８６１８６．．．．３３３３ 

◇種類別（１～９月）          ◇丁目別(１月～９月） 

古布古布古布古布

4%4%4%4%

アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶0%0%0%0%段段段段ボールボールボールボール
17%17%17%17%

新聞新聞新聞新聞

27%27%27%27%

雑紙雑紙雑紙雑紙

52%52%52%52%

３３３３・・・・４４４４丁目丁目丁目丁目
29%29%29%29%

２２２２丁目丁目丁目丁目

33%33%33%33%

１１１１丁目丁目丁目丁目

38%38%38%38%

 

◇市市市市のののの回収回収回収回収にににに出出出出しているしているしているしている紙資源紙資源紙資源紙資源をををを自治会回収自治会回収自治会回収自治会回収にににに出出出出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。 

◇８８８８月月月月からからからからアルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶のののの回収回収回収回収をををを始始始始めましたがまだめましたがまだめましたがまだめましたがまだ少少少少ないでないでないでないですすすす。。。。ごごごご協力協力協力協力くださいくださいくださいください。。。。

日付 ////    ////    ////    ////    ////    ////    ////    ////    ////    ////    ////    ////    

回覧回覧回覧回覧                                                    

////    ////    ////    ////    ////    ////    ////    ////    ////    ////    ////    ////    ////    

                                                    



イベントイベントイベントイベントがががが続続続続々々々々    

☆☆☆☆餅餅餅餅つきつきつきつき大会大会大会大会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ（行事部）自治会最大の行事の餅つき大会を次の通り開催します 

◇日時は：１２月５日（日）１０時～１４時 

◇場所は：小川幼稚園 

◇予約予約予約予約のののの申申申申しししし込込込込みはみはみはみは締締締締めめめめ切切切切りましたりましたりましたりました。。。。 

◇当日、予約予約予約予約のののの引引引引きききき換換換換えはえはえはえは１２１２１２１２時時時時までまでまでまでです。 

◇当日売当日売当日売当日売りはりはりはりは１２１２１２１２時時時時からからからからです。 

（早めに来られても予約優先のため販売できません） 

（数量に限りがありますので売り切れ次第終了します） 

◇白、きな粉、あんこの３種類のお餅があります。 

◇おしることお雑煮の模擬店も出ます。 

◇今年はお子様の餅つきの写真撮影は自治会としては行い 

ません。カメラを持参で各自お取り下さい。 

おおおお子様子様子様子様とととと

ごごごご一緒一緒一緒一緒ににににどうぞどうぞどうぞどうぞ    

雨天雨天雨天雨天でもでもでもでも餅餅餅餅のののの販売販売販売販売とととと抽選抽選抽選抽選はははは行行行行いますいますいますいます。。。。模擬店模擬店模擬店模擬店とととと写真撮影写真撮影写真撮影写真撮影はははは中止中止中止中止ですですですです

☆☆☆☆自主防災訓練自主防災訓練自主防災訓練自主防災訓練のののの実施実施実施実施報告報告報告報告（防災対策部）     
１０月２４日（日）午後１時から蜂谷戸公園で小川自治会主催の防災訓練を実施しました。 

約８０人の自治会員が参加し、４グループに分かれ、町田消防署・消防団第２分団・町田市役所

の指導で、バケツリレーや消火器による初期消火訓練、ＡＥＤを使った応急救護訓練、中越地震

なみの起震車体験を熱心に行いました。給食訓練として作成した「非常用炊きだしアルファ化米」

と乾パン、ミネラル水をお土産に約２時間の訓練を終了しました。    

                
（バケツリレーによる初期消火訓練）          （消火器の使用訓練） 

（人工呼吸）                （起震車―震度７） 

        



 

☆☆☆☆「「「「東京東京東京東京のののの今今今今とととと昔昔昔昔をををを見見見見てみようてみようてみようてみよう」」」」日帰日帰日帰日帰りりりりバスバスバスバス研修会研修会研修会研修会をををを行行行行いましたいましたいましたいました（行事部）                         

１１月１１日、天候にも恵まれ、総勢４３名、花王東京工場、東京スカイツリー（車窓から） 

柴又帝釈天参道、江戸東京博物館を見学しました。東京スカイツリーは工事中ですが１１日現在

４９７メートルの高さにびっくり（完成すると６３４ｍ＝ムサシの高さになるそうです）。 

花王東京工場では最新の環境対策を施した設備に感心、一方江戸の風情や、寅さんの情緒の名残

とまさに「今と昔」を堪能した充実した一日でした。 

               

寅さんと一緒に          帝釈天にて       もっとも楽しい一時 

☆☆☆☆青色防犯青色防犯青色防犯青色防犯パトロールパトロールパトロールパトロール隊隊隊隊がががが発足発足発足発足からからからから１１１１年年年年、、、、次次次次のようなのようなのようなのような活動活動活動活動ををををしましたしましたしましたしました（安全対策部） 
◇２００９年１０月１３日テスト運行開始 

◇２００９年９年１１月１日本格活動開始 

警察署・市役所との合同パトロール   

◇現在の隊員数＝２２人（但し実働は１７人） 

◇１年間の活動 

  町内を１回約１時間かけてパトロール 

  パトロール回数：延２６４回 

参 加 人 員：延５９３人 

走 行 距 離：約３，０００Km 

◇パトロール以外の主要な活動 

 ・児童の安全対策 

登校見守り：１５３回、小川小安全対策委員試乗、２００９年度＝２２人、本年も実施中 

・歳末特別警戒  １２月２７日、２８日 計８回パトロール 本年も実施予定 

 ・自治会行事に活用 

   子供祭りお神輿先導、フリーマーケット交通整理、行事の荷物運搬、違反広告物除却  

 ・町田市・町田警察署行事に参加 

   春の地域安全運動青パト合同パトロール 指揮官を務める（４月） 

  ザ・フェスタ町田防犯パトロール（９月） 

   

（出発式で）      （夜の町内をパトロール） （町田市合同パトロールに参加）  

    効果的効果的効果的効果的なななな活動活動活動活動をををを行行行行うためうためうためうためにはあとにはあとにはあとにはあと数名数名数名数名隊員隊員隊員隊員がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。是非是非是非是非ごごごご参加参加参加参加くださいくださいくださいください。。。。    

年内一杯募集年内一杯募集年内一杯募集年内一杯募集をををを受受受受けけけけ付付付付けますけますけますけます。。。。申申申申しししし込込込込みみみみ又又又又はははは問問問問いいいい合合合合わせはわせはわせはわせは下記下記下記下記までまでまでまで    

青青青青パトパトパトパト隊隊長隊隊長隊隊長隊隊長：：：：    林林林林、、、、    副隊長副隊長副隊長副隊長：：：：    勝又勝又勝又勝又    



 

☆☆☆☆違反広告違反広告違反広告違反広告物物物物のののの除却除却除却除却（安全対策部）          当自治会は今年から町田市の「違反広告物除却活動団体制度」に登録し、現在パトロール隊員

１７名が、市の講習を受講し除却員としての資格を得て、町内の美化のため活動しています。 

（町田市全体では２８団体、２３２名が登録） 

１０月１８日東京都の一斉共同除却に参加し、１０枚の古い違反広告物（貼り紙、貼り札）を 

撤去しました。 

まだまだ見落としている古い違反広告物や、新しい違反広告物が町内にあると思われます。 

違反かどうかの判断と、広告主とのトラブル防止のため、除却は資格を持った除却員が行う 

必要があります。 

お近くの電柱などに違反と思われる広告物を見かけましたら下記までご連絡ください。 

１丁目：齋藤、２丁目：勝又、３・４丁目：林 

また違反広告物ではないが、文字が消えて見えない防犯看板７枚も、防犯対策と美化の観点より 

好ましくないため、同時に撤去しました。 

防犯看板は市役所に依頼し近々町内に新しいものを１０枚前後設置する予定です。 

☆☆☆☆１１１１００００月月月月のののの犯罪発生情報犯罪発生情報犯罪発生情報犯罪発生情報（安全対策部）（１０／４～１０／３１）   町田市役所配信情報より 

（ ）内は昨年１０月 町田市 南地区 小川 自治会自治会自治会自治会内内内内    

侵入窃盗 ２６（２９） ９（ ７） １（１） ００００（０） 

ひったくり ２（ ３） ０（ １） ０（０） ００００（０） 

車上狙い ８（２３） １（ ８） ０（０） ００００（０） 

振り込め詐欺 ４（ ５） － － － 

◇南地区の発生個所  

  侵入窃盗 ：鶴間ｘ２、南成瀬ｘ４、成瀬が丘、高ヶ坂、小川１丁目（コープタウン） 

車上狙い ： 金森 

 ◇町田市の北部で、登下校時に、小学校・中学校の児童・生徒に対するいたずら（体に触る、 

声をかけるなど）が頻発しています。 

 ◇最近八王子市内や町田市北部の高齢者宅に、息子を装う者から｢オレだけど、風邪をひいて、 

声が変わった。携帯電話を壊して番号が変わった。明日、また電話する。｣と連絡があり、 

翌日｢友人とトラブルになって、お金が必要になった。｣というウソ電話が毎日のように入っ 

ています。振り込め詐欺犯人は、同一地域の多数の方に電話をかけますので、絶対に騙され 

ないでください。 

☆☆☆☆会員情報会員情報会員情報会員情報（総務部）   （１２月１日現在会員数＝１，２３１） 

△入会   福富  一平 様  第 １支部 ６班  ９月 

      加部  大輔 様  第 ２支部 ６班 １２月 

      小林  繁晴 様  第 ３支部 ３班 １０月 

      大野  敏夫 様  第 ５支部 ８班 １０月 

      上田  賢志 様  第 ５支部 ８班 １０月 

      大田  信弘 様  第 ７支部 ４班 １０月 

      石原  裕  様  第 ７支部 ４班 １０月 

▼退会   小野寺 俊郎 様  第 １支部 ２班  ９月 

左山  悠  様  第 １支部 ６班  ９月 

      遠藤  俊雄 様  第 ３支部 ３班  ８月 

      金井  実  様  第 ８支部 ５班  ８月 

桝谷  肇  様  第１１支部 １班  ９月 

□会員名簿の訂正 

氏名の訂正  ：渡辺 様  第 ４支部 １班 常一 → 幸一 


