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【【【【今月今月今月今月もももも防災関連記事満載防災関連記事満載防災関連記事満載防災関連記事満載】】】】    

    

☆☆☆☆「「「「自主防災隊自主防災隊自主防災隊自主防災隊」」」」がががが本日発足本日発足本日発足本日発足しましましましましたしたしたした（防災対策部）  
かねてより検討会議を設け検討してきた本格的な「小川自治会自主防災隊小川自治会自主防災隊小川自治会自主防災隊小川自治会自主防災隊」が１０月１４日（日）    

発足し、同日キックオフのセレモニーを行いました。 

今回はまだ防災隊本部と各公園支隊の責任者（支隊長）のみの組織体制のスタートですが、 

今後検討会議を「自主防災隊準備会議」と変更し、分担して種々の準備を行い、 

２０１３２０１３２０１３２０１３年年年年４４４４月本格活動開始月本格活動開始月本格活動開始月本格活動開始の予定です。 

アンケートで参加可能（条件付きも含む）と記入された皆さまには、具体的にどのような分野で参加

していただくか、各支隊の責任者から個々にご相談に行きますので、協力をよろしくお願いします。 

また自主防災隊は自治会員全員参加です。活動は出来なくても非常時に有効な避難・救護などが行え

るよう、避難場所の特定など全員の動向を把握しておく必要がありますので別途調査を行いますので 

その際はご協力よろしくお願いします。 

なお今回決定した隊員の名前は一覧表で最後のページに掲載しています。 

 

☆☆☆☆「「「「防災防災防災防災アンケートアンケートアンケートアンケート」」」」のののの結果結果結果結果（防災対策部）  先般実施した「防災に関するアンケート」の結果がまとまりま
した。当自治会だよりの別冊で同時に回覧していますが、全会員

の５０％を超える方からの回答があり、色々条件はありますが 

実に３２５３２５３２５３２５名名名名のののの方方方方がががが何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でででで防災活動防災活動防災活動防災活動にににに参加可能参加可能参加可能参加可能と記入され

ており、防災に関する会員の皆様の関心の高さがうかがえます。

是非別冊をじっくりご覧ください。 
 

    

☆☆☆☆「「「「防災講座防災講座防災講座防災講座」」」」開催開催開催開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ（防災対策部）      
自治会活動も今年は防災対策に力を入れていますが、１１１１１１１１月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（日日日日））））役員会終了後の 

１１１１１１１１：：：：００００００００からからからから約約約約１１１１時間時間時間時間、、、、町田市役所主催の防災講座を小川会館で開催します。 

多くの方の参加を要望します。 

・タイトル：ご近所の防災ネットワークを目指して 

・内  容：災害はいつ発生するか分かりません。大規模災害の発生直後は公共機関による救援 

      には限界があるため、住民同士の連携やたすけあいによる「ご近所の防災ネットワー 

ク」が重要になってきます。「日頃のご近所づきあい」や「地域の防災資源の点検」 

などから「災害に強い防災ネットワークづくり」を目指していきます。 

・内容は昨年とほぼ同じです。 

・講  師：町田市災害ボランテイアの会 

・事前の申し込みは不要で、当日会場で「支部、班、氏名」を記入ください。

 

回覧 

            

 

 

            



 

☆☆☆☆餅餅餅餅のののの予約申予約申予約申予約申しししし込込込込みみみみ（行事部） 

今年も餅つき大会を１２月２日に開催します。 

自治会だよりと一緒に回覧していますが、餅の予約申し込みの受け付けを開始します。 

班長班長班長班長さんへのさんへのさんへのさんへの締締締締めめめめ切切切切りはりはりはりは１１１１１１１１月月月月１０１０１０１０日日日日ですですですです。。。。回覧回覧回覧回覧をををを確実確実確実確実にににに廻廻廻廻してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。    

    

☆☆☆☆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 

７７７７－－－－９９９９月合計月合計月合計月合計    １８１８１８１８．．．．２２２２    １６１６１６１６．．．．５５５５    １０１０１０１０．．．．５５５５    ３４３４３４３４．．．．２２２２    

昨年７―９月 ２０．４ １８．５ １４．０ ５２．９ 

本年本年本年本年１１１１――――９９９９月月月月    合計合計合計合計    ６０６０６０６０．．．．２２２２    ５２５２５２５２．．．．５５５５    ３４３４３４３４．．．．７７７７    １４７１４７１４７１４７．．．．４４４４    

昨年１―９月 合計 ５８．２ ５７．１ ４５．８ １６１．１ 

     

☆本年目標は２１０ｔです。現状では達成は厳しい状況です。 

☆まだ自治会以外の回収に出している方が多数いらっしゃいます。 

 資源回収の奨励金は子供会、熟壮会、自治会の活動資金として利用されます。 

 是非自治会の回収にご協力ください。 

    

☆☆☆☆資源資源資源資源のののの抜抜抜抜きききき取取取取りりりり防止防止防止防止についてについてについてについて環境部） 
最近当自治会指定の「「「「大興資源大興資源大興資源大興資源」」」」以外の業者による新聞紙新聞紙新聞紙新聞紙の抜き取りが発生しています。 

４丁目では気がついた人が声をかけたところ、積み込みかけていた新聞紙を放り投げて逃走した

そうです。小川自治会の周りの地域でも被害が報告されています。 

抜き取りは犯罪です。同時回覧と掲示板でも注意をお願いしていますが、不審な車を見かけまし

たら番号を控え、１１０番通報又は環境部までご連絡ください。 

「大興資源大興資源大興資源大興資源」はすべて横浜横浜横浜横浜 NoNoNoNo．．．．ののののトラックトラックトラックトラックです。 

 

☆☆☆☆防犯情報防犯情報防犯情報防犯情報（安全対策部）       
□小川自治会内では９月も犯罪の発生はありませんでした。 

□９月の町田市内犯罪発生状況（９／０３～９／３０）       町田市役所配信情報より 
（ ）内は昨年９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 ２４（３５） ８（１３） ０（２） ００００（０） 

ひったくり ３（ １） ０（ １） ０（０） ００００（０） 

車上狙い ８（１１） ３（ ６） ０（０） ００００（０） 

振り込め詐欺 ０（ ５） － － － 

□９月の南地区発生場所      

侵入窃盗   ８：金森ｘ３、成瀬ｘ２、鶴間、つくし野、南つくし野 

車上狙い   ３：金森、鶴間、成瀬が丘  

□振込振込振込振込めめめめ詐欺詐欺詐欺詐欺の電話が相変わらずよくかかっています。新しい手口もあります。 

 幸い被害は減ってきていますが、不審な電話は必ず１回切り確認を。 

□小川では発生していませんが町田市内ではおおおお子様子様子様子様にににに対対対対するいたずらするいたずらするいたずらするいたずら・・・・声声声声かけがかけがかけがかけが頻発頻発頻発頻発していま

す。 つい最近も成瀬の路上で夕方お子様に対する公然わいせつ事件が発生しました。 

 特に下校時を含めた午後の時間が多いようです。地域の全員でお子様の安全を見守りましょう。 

 青パトも巡回時間を出来るだけお子様の下校時にあわせるよう変更しました。 

□自転車事故が増加しています。特に高齢者の事故が多いです。くれぐれもご注意を。 

    

☆☆☆☆赤赤赤赤いいいい羽根募金羽根募金羽根募金羽根募金（会計）  
平成２４年度赤い羽根募金に小川自治会として一括５万円を募金しました。 



 

    

☆☆☆☆自主防災隊自主防災隊自主防災隊自主防災隊のののの組織体制組織体制組織体制組織体制（防災対策部） 
☆本部の体制    （敬称略）       

隊長  長谷川 義剛   隊長は自治会長 兼任   
副隊長 尾原 和人  副隊長は自治会 防対部長 兼任  
隊員―本部 新井 洋子 大坪美代子   宍戸 靖夫（兼） 山下 隆之 遠山 明子  
民生委員 和田 晴美  津田 悦子（兼）    
スタッフ 細野 修一 大谷 明 小林 勝美（兼） 田中 誠   
会計       
事務局 尾原 和人（兼）  林 紀史（兼）    
・会計は３月までに２名決定 

・事務局は２０１３年４月の本格活動開始迄 

 

☆各公園支隊の支隊長（あいうえお順）（敬称略）   

支隊  支 隊 長   

せんげん公園 大塚 準一 窪田 浩三 細野 武文 向井 惇子 本木 久嗣 （３月迄）  
下小川公園 勝又 昉 宍戸 靖夫 白井 泰子 長 信雄 本田 中也  
かえで公園 一森 昭彦 甲斐 種千代 津田 悦子 吉田 耕造   
蜂谷戸公園 大久保 正機 大沢 紀夫 兼重 美枝子 小林 勝美   
柳谷戸公園 新井 則康 池上 新平 岩本 光代 小林 洋美 堤 光雄 横田 浩 
青パト機動隊 上田 一美 齊藤 正敏 立石 憲市郎 林 紀史 原 昭治 松村 好雄 青パトバックアップ 勝又 昉（兼） 横田 浩（兼）     
       
◇責任者（支隊長）は複数置く。 

理由：いざ災害時にいるとは限らない、又自身が被災者になり活動できないこともあるため 

◇女性の参加活動可能者が多いので、各支隊に女性の支隊長を置く。 

◇責任者の任期は２年、期間は 4月～3月、再任は妨げない。 

◇各支隊に５つの班を設ける。情報広報、消火、避難誘導、救出救護、給食給水 

 防災班長及び一般隊員はアンケートの参加活動可能者から２０１３年３月末までに任命する。 

        

☆☆☆☆平成平成平成平成２５２５２５２５年度役員選考委員会発足年度役員選考委員会発足年度役員選考委員会発足年度役員選考委員会発足（総務部） 
 平成２５年度の役員を選出する役員選考委員会が１０月１４日下記の内容で発足しました。 

 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しますをきたしますをきたしますをきたします。。。。    

    是非是非是非是非、、、、立候補下立候補下立候補下立候補下さいさいさいさい。。。。また皆様のご近所に推薦したい方はいらっしゃいませんか。 

期  間：１０月１４日～平成２５年３月 

委 員 長：長谷川会長  委員：新井副会長・全支部長  事務局：総務部 林 

   活動内容： 

    役員（会長、副会長、会計、専門部長）の公募（立候補、推薦）  １１月～２月 

    次期支部長・班長の推薦依頼                  １１月役員会 

    次期支部長・班長の推薦締め切り                 １月末 

    残留役員の決定（現幹部より５～６名）              ２月 

    次期役員（会長、会計、専門部長）の決定             ３月 

      （残留役員、公募、次期支部長より） 

    総会承認                            ４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 

小林 孝子 様（享年 ９１歳）小川４－１５－１０  １０月１日ご逝去 


