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☆☆☆☆本年度本年度本年度本年度のののの敬老祝敬老祝敬老祝敬老祝いいいい品品品品のののの申申申申しししし込込込込みみみみついてついてついてついて（総務部）――詳細詳細詳細詳細はははは一緒一緒一緒一緒にににに回覧回覧回覧回覧中中中中ですですですです 
 ・本年度も９月の敬老の日に自治会よりささやかですが敬老祝い品をお贈りします。 

・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。 

・申込用紙を一緒に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１１日（木）です。 

・昨年まですでに祝い品を受け取られていた方は氏名だけ記入ください。 

・申込用紙が無い時は、班長さんまたは直接総務部 新井、事務 遠山まで連絡ください。 

◆過去５年間のお申し込み人数 

年度 平成１８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 

人数 ３６９ ３９３ ３７７ ４４２ ４３２ 

 

☆☆☆☆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補充補充補充補充（防災対策部） 
 次の機材・備蓄品を購入しました。非常食・保存水は防災訓練終了後追加補充を行う予定です。 

新規購入：折りたたみ式軽量リヤカー、トイレットペーパーｘ４８ロール 

追加補充：トイレテントｘ２、乾パン（２００ｇ）ｘ１００ 

保存水（５００ｍｌ、5年）ｘ２４０ 

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・備蓄品の倉庫別在庫状況は次の通り 

機材・備蓄品 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（２００ｇパック） ２０ ２０ ２０ ２０ ２０ １００ 

保存水（５００ｍｌ、5年） ４８ ４８ ４８ ４８ ４８ ２４０             その他：テント、発電機、ハンディ投光機、懐中電灯、消火用バケツ、大ポリバケツ、 

炊き出し用ガスバーナーとボンベ、鍋、軍手、防災ヘルメット、三角巾 

トイレットペーパーなど 
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☆☆☆☆赤十字募金赤十字募金赤十字募金赤十字募金（会計）       ご協力ありがとうございました。 
           

今年は４９３，３５０円の募金が集まりました。 

（昨年度は 428,750円）。早速日本赤十字社へ届けました。

☆☆☆☆第第第第 2222 四半期四半期四半期四半期のののの資源回収状況資源回収状況資源回収状況資源回収状況（環境部）                   （単位：ｔ） 
 1丁目 ２丁目 ３・４丁目 合計 

紙資源 １７．６ １８．２ １５．１ ５０．９ 

古布資源 １．１ １．３ １．３ ３．７ 

アルミ缶 ０．１ ０．０ ０．１ ０．２ 

第２四半期計 １８．８ １９．５ １６．５ ５４．８ 

（２２年同時期） （２２．５） （１６．９） （１７．３） （５６．７） 

１～６月計 ３７．８ ３８．６ ３１．８ １０８．２ 

（２２年同時期） （４６．４） （３６．５） （３４．２） （１１７．１）   年間の予算目標は２５０ｔです。まだ市の回収に出されている方を多く見かけます。 

  市の回収に出されている方を見かけたらぜひ自治会の回収に出すよう声をかけてください。 

☆☆☆☆防犯防犯防犯防犯ステッカーステッカーステッカーステッカーのののの交換交換交換交換（安全対策部） 
防犯ステッカーが色あせ、破損、あるいは雨水がしみ込んで 

色がにじんでいる物を見かけます。新しいステッカーをお配り

しますので班長さんまでお申し出ください。デザインは現在と

同じものです。まとめて作成しますので、配布は秋ごろになり

ます。 

☆☆☆☆防犯情報防犯情報防犯情報防犯情報（安全対策部）       
□６月に小川４丁目でひったくりが発生しました。 

□６月の南地区発生場所 

侵入窃盗 １３：南成瀬ｘ４、つくし野ｘ２、鶴間ｘ２、南つくし野、成瀬、成瀬が丘、 

金森、高ヶ坂 

 車上狙い  ３：鶴間ｘ２、金森 

 ひったくり １：小川小川小川小川４４４４丁目丁目丁目丁目 

□本年前半の町田市内犯罪発生状況（１／０３～０７／０３）     町田市役所配信情報より 
（ ）内は昨年前半 町田市 南地区 小川 自治自治自治自治会内会内会内会内    

侵入窃盗 １２４（１１３） ４７（３４） ３（２） ２２２２（２） 

ひったくり ２６（ ３３） ５（１１） ４（１） ２２２２（０） 

車上狙い ６３（ ６８） ２６（１８） １（２） ００００（１） 

振り込め詐欺 １５（ １６） － － － 

◇小川自治会内での発生 

侵入窃盗 ：３月・・２丁目ｘ２（１件は未遂） 

ひったくり：４月・・２丁目 ６月・・４丁目 

□これから夏休み期間、お子様に対するいたずらが増加します。全員で見守りましょう。 

◆◆◆◆交通事故交通事故交通事故交通事故がががが多発多発多発多発していますしていますしていますしています 

６月中、東京都内では、月別にみて本年最も多い「２６人」もの方が交通事故で亡くなりました。 

車・二輪車を運転する人、自転車に乗る人、歩行者など、それぞれの立場から交通ルールを守り

ましょう。特に高齢者の事故（被害者、加害者とも）が多いので交通事故を起こさない、また、

遭わないように十分注意してください。 



２ 

ホホホホ    ーーーー    ムムムム    ペペペペ    ーーーー    ジジジジ    へへへへ    のののの    投投投投    稿稿稿稿    

先月号で小川自治会ホームページへの投稿を募集したところ、早速投稿いただきましたので、 

自治会だよりの紙面でもご紹介します。 ******************************************** 
立葵立葵立葵立葵：：：：下下下下からからからから上上上上へへへへ順順順順にににに花花花花がががが咲咲咲咲きききき、、、、葉葉葉葉がががが日日日日をををを    

仰仰仰仰いでいでいでいで開開開開くところからくところからくところからくところから「「「「アオイアオイアオイアオイ」」」」とととと名名名名がががが    

ついたらしいついたらしいついたらしいついたらしい。。。。    

                                このこのこのこの花花花花がががが終終終終わったらわったらわったらわったら、、、、暑暑暑暑いいいい夏夏夏夏のののの到来到来到来到来    

ですですですです。。。。        

春春春春のののの小川小川小川小川のののの探索家探索家探索家探索家    さんよりさんよりさんよりさんより    *******************************************   
我我我我がががが家家家家のののの長寿猫長寿猫長寿猫長寿猫    

６月２０日は我が家の雌猫

の誕生日。今年でめでたく満

２０歳となりました。 

 

雨水雨水雨水雨水タンクタンクタンクタンクでででで、、、、ちょいとちょいとちょいとちょいと 

 

人間換算で１０５歳です。大好物のマグロの刺身とロールケー

キでお祝いをしました。（なぜかロールケーキのクリームが大

好物で、カステラの部分は人間にお下がりです。） 

さすがに美貌は衰えましたが、食欲も旺盛、しゃべり声（泣き

声）も近所に響き渡る程大きく、４年前に皮膚がんで左前足を

切除したのに３本足で走り回って元気そのもの。Webにある年

齢換算表は２０歳までしかないのでこの先は何歳なのかわか

りませんが、ギネスブックに載るくらいまだまだ長生きしそう

です。 

自治会の敬老祝い品に申し込んだら、マグロの刺身とケーキ

を貰えますか？ 

『『『『猫猫猫猫のののの世話世話世話世話でででで家家家家をををを離離離離れられずれられずれられずれられず旅行旅行旅行旅行にもにもにもにも行行行行けないけないけないけない家族家族家族家族よりよりよりより』』』』    

    

「「「「    エコエコエコエコ    ＆＆＆＆    防災防災防災防災    」」」」        （第７支部３班 舟木）

自然の恵みとしての雨水、排水管に捨てられる雨水を溜め、

利用方法を考えてみては如何でしょうか？アイデア次第では、

もっと沢山の活用方法が生まれるかもしれません。 

今利用しているのは、草花への水やり、散水、自動車の洗車、

水道が止まった時のトイレの水、防災時の水（水圧はありませ

ん）、地震時など。専門家に工事してもらえば、もっと利用方

法があるかもしれません。 

費用は２（小）～４（大）万円位です。取りつけは私にも簡単

に出来ました。水道水を使うと思えば節水にもなるし、水道代

も少し節約になるかもしれません。 

家内に言わせれば、利用できる水があることは、安心感があ

るそうです。近所で四軒ほど利用しています。 

願わくば、飲み水に浄化出来れば非常時に助かるのですが？？ 

 

これはこれはこれはこれは３３３３年前年前年前年前にににに舟木舟木舟木舟木さんからさんからさんからさんから投稿投稿投稿投稿いただきいただきいただきいただき自治会自治会自治会自治会だよりにだよりにだよりにだよりに掲載掲載掲載掲載したしたしたした記事記事記事記事ですですですです。。。。    

当時当時当時当時はあまりはあまりはあまりはあまり反響反響反響反響がありませんでしたががありませんでしたががありませんでしたががありませんでしたが、、、、今今今今のののの時代時代時代時代、、、、防災対策防災対策防災対策防災対策のののの参考参考参考参考になればとになればとになればとになればと    

舟木舟木舟木舟木さんにさんにさんにさんに再度投稿再度投稿再度投稿再度投稿いただきいただきいただきいただきあらたあらたあらたあらためてめてめてめて掲掲掲掲載載載載しますしますしますします。。。。    

雨水雨水雨水雨水タンクタンクタンクタンクのののの設置設置設置設置にはにはにはには町田市町田市町田市町田市からからからから補助金補助金補助金補助金もももも出出出出ますますますます。。。。    

（（（（但但但但しししし年間予算年間予算年間予算年間予算枠枠枠枠がありがありがありがあり、、、、予算枠予算枠予算枠予算枠をををを越越越越すとそのすとそのすとそのすとその年年年年はそこではそこではそこではそこでストップストップストップストップですですですです））））    

詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは環境総務課環境計画係環境総務課環境計画係環境総務課環境計画係環境総務課環境計画係    ０４２０４２０４２０４２－－－－７９７７９７７９７７９７－－－－９６１１９６１１９６１１９６１１におにおにおにお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください    



 

☆☆☆☆おおおお子様子様子様子様とととと一緒一緒一緒一緒ににににラジオラジオラジオラジオ体操体操体操体操をしませんかをしませんかをしませんかをしませんか（総務部）    
小川子ども会では今年も夏休みのラジオ体操を行います。 

早朝の一時、健康のためにも、お子様と一緒に若返った気分で体操しましょう。 

日程：７月２１日（木）、２２日（金） 

８月２４日（水）、２５日（木）、２６日（金） 

 時間：６時２５分集合、６時半開始  （雨天中止） 

 場所：せんげん公園、下小川公園、蜂谷戸公園、柳谷戸公園 

 

☆☆☆☆小川会館小川会館小川会館小川会館のののの受付方法受付方法受付方法受付方法がががが変変変変わりましたわりましたわりましたわりました（小川会館運営委員会） 
 小川会館の利用申し込み受け付けは従来毎週土曜日９時～１０時に先２週間分の受付をして

いましたが、７月から月２回第２週と第４週土曜日に先３週間分（場合によっては４週間分）の

受付を行うことに変更になりましたのでお知らせします。詳しくは小川会館に掲示してあります

のでご覧ください。 

☆☆☆☆ベルマークベルマークベルマークベルマーク収集収集収集収集のおのおのおのお願願願願いいいい（総務部・小川小学校ベルマーク委員） 
小川小学校の「ベルマーク運動」では、日常生活用品などに

付いているベルマーク、キャノン・エプソン・ブラザーのイン

ク/トナーカートリッジの収集を行っています。集まった点数

は学校の設備を充実させるだけではなく、すべての子供達の教

育援助資金になります。（今年は震災の被害にあった学校への

援助を行っています。）ぜひ、小川自治会の皆様にご理解と収

集のご協力をいただき、地域みんなで子供たちを大切に見守り、

運動を支援していただければとお願い申し上げます。 

回収箱設置場所は小川会館内（ベルマーク・カートリッジ）

です。また、小学校の行事の際には校内に回収箱を設置してお

ります。もしお近くに小川小学校に通う子供がいれば、お渡し

ください。  

    

☆☆☆☆会員情報会員情報会員情報会員情報（総務部）（７月０１日現在届け出済会員数＝１，２１８） 

△入会 清田  文彦 様  第 ８支部 ５班  ４月 

上之山 直人 様  第 １支部 ５班  ５月 

    村上  元章 様  第 ２支部 １班  ５月 

    北野  香  様  第 ２支部 １班  ５月 

    安山  美智子様  第 ２支部 １班  ５月 

    藤原  隆也 様  第 ５支部 ６班  ５月 

    吉成  公彦 様  第１０支部 １班  ６月 

 ▼退会 大嶋  道廣 様  第 １支部 ６班  ５月 

     佐藤  協三 様  第 ２支部 ４班  ４月 

     朝倉  修二 様  第 ２支部 ８班  ６月 

     丸岡  輝之 様  第 ４支部 １班  ３月 

大森  幹夫 様  第 ６支部 １班  ３月 

     伊藤  和久 様  第 ７支部 ６班  ３月 

     中舎  重之 様  第 ９支部 ２班  ３月 

 □世帯主の変更 

  第１１支部６班 嶋田 義治 様 → 中村 岳史 様 
 


