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☆☆☆☆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） 自治会最大自治会最大自治会最大自治会最大のののの行事行事行事行事のののの餅餅餅餅つきつきつきつき大会大会大会大会をををを次次次次のののの通通通通りりりり開催開催開催開催しますしますしますします 
◇日時は：１２月４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。 

◇ポップコーンと綿菓子の模擬店はありません。 

◇お子様の餅つきの写真撮影を行います。 

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    

ただしただしただしただし前日前日前日前日もももも雨天雨天雨天雨天のののの場合場合場合場合はははは全全全全てててて中止中止中止中止しししし、、、、予約券予約券予約券予約券のののの代金代金代金代金はははは返却返却返却返却しますしますしますします

お餅をついていただける方、つきあがったお餅を丸めてパック詰めする方を募集しています。 

 

☆☆☆☆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）  ホームページホームページホームページホームページにににに写真写真写真写真ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー開設開設開設開設              

１１月１日、天候にも恵まれ、総勢４４名、８時過ぎに蜂谷戸公園前を出発し、６時に帰着 

するまで、今回のテーマ「海と食卓の味とゆっくり食事」を十分堪能した充実した一日でした。 

・味の素川崎工場ではサトウキビから食卓へ届けるまでの製造工程を楽しく見学 

・昼食は桜木町ワシントンホテルの楽しみなランチバイキング 

・その後横須賀の記念館「三笠」で明治３５年イギリスで建造され、日露戦争で東郷平八郎 

司令官が乗艦する連合艦隊の旗艦として大活躍した「三笠」の復元した姿を見学 

・さらに城ケ島の三崎フィッシャリーナ【うらり】で海辺の散策とお土産買い物  

 来年もぜひ参加したいとの声を最後に解散。 

            

        （（（（三笠の上で集合写真）   （工場見学記念館前で）      （楽しい食事） 



 

☆☆☆☆防災機材防災機材防災機材防災機材・・・・備蓄品備蓄品備蓄品備蓄品のののの在庫状況在庫状況在庫状況在庫状況（１１月１日現在）（防災対策部） 
自治会ではご家庭では持ちにくい防災機材を中心に購入し、非常食・保存水は、倉庫のスペース

および消費期限の点から最小必要限の緊急用に数量を限定しますので、非常食、保存水は是非 

各ご家庭で購入し、保存して下さい。 

主な機材・備蓄品の在庫状況 蜂谷戸 せんげん 下小川 柳谷戸 会館前 計 

折りたたみリヤカー     １ １ 

介護用車いす １ １ １ １  ４ 

担架 ４ ２ ２ ４ １ １３ 

簡易浄水器 １ １ １ １  ４ 

救急箱 １ １ １ １ １ ５ 

テント付簡易トイレ １ １ １ １  ４ 

レスキューセット １     １ 

乾パン（１００ｇ缶） ２４ ２４ ２４ ２４ ２４ １２０ 

保存水（５００ｍｌ、5年） ７２ ７２ ７２ ７２ ７２ ３６０ 

その他：テント、発電機、消火用バケツ、防災ヘルメット、ガスバーナーとボンベ、三角巾など 

☆☆☆☆違反広告物違反広告物違反広告物違反広告物のののの共同除却共同除却共同除却共同除却（安全対策部） 
 今年も町田市の一斉共同除却にあわせ、自治会内の違反広告物の除却作業を行いました。 

 １０月１７日  参加人員：８名   除却した違反広告物：６枚 

 昨年４月から１年半の活動で町内の違反広告物は一掃しましたが、まだたまに新しい違反 

 広告物が見かけられます。もし見かけましたらお近くの除却推進員までご連絡ください。 

☆☆☆☆「「「「宙吊宙吊宙吊宙吊りやなぎりやなぎりやなぎりやなぎ」」」」・・・・・・・・会員会員会員会員からのからのからのからの投稿投稿投稿投稿ですですですです（（（（ホームページホームページホームページホームページ管理者管理者管理者管理者））））    

 

****************************************

楽しい小川を探していたら、珍しい場面を見つ 

けました。「宙吊りやなぎやなぎやなぎやなぎ」 

台風 15号の翌日、風に飛ばされた柳の大きな枝

が、電線に捕まり「懸垂」をしていました。 

電線も柳も頑張りました。     

  ニックネーム：春の小川の探求家 

**************************************** 9 月 22 日午前 9 時 22 分、やなぎ通りで撮影しました。 昼には撤去されました。 
  ☆☆☆☆親子親子親子親子でででで遊遊遊遊ぶぶぶぶ【【【【めだかくらぶめだかくらぶめだかくらぶめだかくらぶ】】】】がこのがこのがこのがこの秋秋秋秋でででで２４２４２４２４年目年目年目年目をををを迎迎迎迎えますえますえますえます（めだかくらぶ代表） 

延延延延２０００２０００２０００２０００人人人人の子どもたちが、めだかくら

ぶで遊んで大きくなりました。少子化傾向と

いわれている昨今ですが、この地を「ふるさ

と」として、羽ばたいていく子どもたち。結

婚して子供が生まれました！とうれしい知ら

せも届きました。 

今年は、大変な年でした。小さなお子さんを

持つお母さん方も不安もあることと思い、紅

葉遠足に替えて、小さい折り紙を使った色の

組み合わせ遊びから、秋の野菜スタンプにシ

リーズ遊びを取り入れました。これからもよ

ろしくお願いします。 

 

回覧 

            

 

 

            



 

新たな参加ご希望など詳しくは、ホームペー

ジをご覧ください 

http://medakalabo.web.fc2.com/ 

メールアドレス medaka.labo@gmail.com 

 
☆☆☆☆自主防災訓練自主防災訓練自主防災訓練自主防災訓練をををを実施実施実施実施しましたしましたしましたしました（防災対策部）     
１０月１６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。 

明け方まで降った雨もからりと上がり、時節がらもあり、例年より大幅に多い約１１０人の自治

会員が参加し、３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、消火

器による初期消火訓練、ＡＥＤを使った応急救護訓練、起震車体験を熱心に行いました。自治会

の機材・備蓄品などの展示と説明も行いました。 

また町田市役所職員による健康チェックも “骨密度測定”“味覚検査”“肌水分量測定”など普

段は経験出来ないチェックがあり、大人気で長蛇の列ができました。 

最後に給食訓練として作成した「非常用炊きだし五目御飯」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。この経験を是非忘れないでください。 来年も実施します。 

  

消火器訓練―消えたかな？       整列して消防署の説明を熱心に聞く 

   

  震度７の地震体験      骨密度測定―若いです    心臓マッサージに挑戦 

    

◇防災訓練で長期保存水と乾パンを配り備蓄が少なくなったので、補充で長期保存水２４０本 

乾パン１２０食を購入しました。長期保存水は在庫と合わせて５００ｍｌが３６０本です。 

５つの倉庫に分散して保管しています。 



 

◇小川自治会独自の防災防災防災防災マップマップマップマップを作成中です。同じく検討中の小川自治会防災防災防災防災マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルと 

 合わせて、年度内には会員各家庭に配布予定です。 

◇防犯パトロール隊のような継続して活動可能な「「「「自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織」」」」の編成を検討中です。 

 その打ち合わせを次回は１２月１１日（日）１１時から予定しています。 

 是非参加下さい。 

 なお自主防災組織は来年度初めより発足を目標にしています。 

◇各防災倉庫倉庫倉庫倉庫のののの管理管理管理管理を行っていただける方を募集します。 

 せんげん、下小川、柳谷戸、蜂谷戸の公園の近くにお住まいの方で 

 ・緊急時に倉庫を開けて防災機材などを利用可能にする。 

 ・定期的に倉庫内の在庫確認を行う。（期限切れはないか、タイヤの空気は大丈夫か など） 

 各公園３名程度必要です。応募がない場合 自治会からご指名でお願いすることもあります。 

☆☆☆☆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２２２２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しましたをしましたをしましたをしました（安全対策部） 
◇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＝２５人 

◇２年間の活動 

 パトロール回数：５２９回（月平均２２回） 

参 加 人 員：延１，２３０人 

走 行 距 離：約５，８３０Km 

◇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＝３２２回 

・小川小安全対策委員の同乗：延べ６４人 

・歳末特別警戒：年末２日 一日４回巡回 

 ・自治会行事に活用：子供祭りお神輿先導、防災訓練など

 ・町田市・町田警察署行事に参加：地域安全運動青パト合同パトロールなど 

☆☆☆☆防犯防犯防犯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２０１１２０１１２０１１２０１１年上期年上期年上期年上期のののの活動状況活動状況活動状況活動状況（安全対策部） 
    ２００５年４月防犯パトロール隊が発足し、本年度で７年目に入りました。 

その間犯罪防止に目覚ましい貢献をし、その活動は内外から高く評価されています。しかし 

隊員隊員隊員隊員がががが半減半減半減半減していますしていますしていますしています。。。。新新新新ししししくくくく参加参加参加参加されるされるされるされる方大歓迎方大歓迎方大歓迎方大歓迎。。。。おおおお気軽気軽気軽気軽にににに近近近近くのくのくのくの隊員隊員隊員隊員までごまでごまでごまでご連絡下連絡下連絡下連絡下さいさいさいさい。 

１１年４月～９月 回数 月平均 延べ人数 月平均 人数/回 隊員数 

１丁目隊  １８０ ３０ ６７０ １１２ ３．７ 約６０人 

２丁目隊 ２１０ ３５ １，２２０ ２０３ ５．８ 約６０人 

３・４丁目隊 ６８ １１ ３７４ ６２ ５．５ 約６０人 

合  計 ４５８ ７６ ２，２６４ ３７７ ４．９ 約１８０人 

☆☆☆☆防犯情報防犯情報防犯情報防犯情報（安全対策部）       
□１０月の町田市内犯罪発生状況（１０／０３～１０／３０）    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 自治会内自治会内自治会内自治会内    

侵入窃盗 ２０（２７） ４（１０） ０（０） ００００（０） 

ひったくり ２（ ３） ０（ １） ０（１） ００００（０） 

車上狙い ３（１４） ３（ ４） ０（１） ００００（０） 

振り込め詐欺 ３（ １） － － － 

□１０月の南地区発生場所      

侵入窃盗   ４：金森、鶴間ｘ２、成瀬 

車上狙い   ２：金森、成瀬台 



 

 １０月はやや少なめでしたが全体としては犯罪は減少していません。 

 小川自治会内では今月も犯罪の発生はありませんでした。 

☆☆☆☆会員情報会員情報会員情報会員情報（総務部）（１１月１日現在会員数・１，２２０） 

 △入会   八木  義弘 様  第 ５支部 ４班   １０月 

   大川原 亨  様  第 ５支部 ８班   １０月 

池田  寛  様  第 ６支部 １班   １０月 

 ▼退会   相原  正伸 様  第 ６支部 １班    ９月 

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    

小池 瑞雄 様（享年７８歳） 小川２－１５－４  １０月１９日ご逝去 


