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☆今年の小川子どもまつり（行事部、小川子ども会、かえで子ども会） 

今年の「小川子どもまつり」は８月３０日（土）１０時から 

１丁目のせんげん公園で開催します。 

今年もかき氷、綿菓子、ポップコーンなどの模擬店や 

輪投げ、キックボール、ヨーヨー釣りなどのゲームがあります。 

また最後に子ども会のビンゴゲームも行います。 

子どもみこしも２台町内を練り歩きます。 

初めての試みで大人も子供も楽しめる防災クイズを行います。

お子様の夏休みの最後の日の思い出にぜひご家族で参加下さい 

☆今年の敬老祝い品の申し込みついて（総務部） 

 ・本年も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。 

・対象は祝い歴及び 101歳以上の自治会員および同居家族の方です。 

（本年度中に誕生日を迎える人も対象）        

祝い歴 古希 喜寿 傘寿 米寿 卒寿 白寿 百寿 １０１ 

年齢（数え年） ７０ ７７ ８０ ８８ ９０ ９９ １００ 以上 

生まれ年 S20年 S13年 S10年 S2年 T14年 T5年 T4年 ― 

・班長さんへの申し込み提出締め切りは 

８月 6 日（木）です。 

・申込用紙が無い時は、班長さんまたは 

直接 総務部 細野、林、事務 遠山 

まで連絡ください。     

 

☆お子様と一緒にラジオ体操をしませんか（総務部、小川子ども会） 

   

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２２日（火）、２３日（水） 

８月２７日（水）、２８日（木）、２９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 

☆赤十字募金（会計）     ご協力ありがとうございました。 

        

今年は４２７，６３０円の募金が集まりました。 

（昨年度は 439,950円）          

早速日本赤十字社へ届けました。 
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☆防災情報（自主防災隊） 

□火の元にご用心 （安全ノートも参照下さい） 

小川地区での災害は、津波、水害、放射能汚染の可能性はないか非常に低く、地震による家屋

の倒壊と火災に絞られます。火災の発火原因となる熱源と発火時間は次の様なものがあります。 

熱源 器具 発火源 発火までの時間 備考 

ガス系     

・都市ガス キッチン 

ストーブ 

風呂釜 

炎 

炎／熱（間接） 

炎 

数分 

数分／数十分 

ガスメーターの感震機能

により自動的に供給停止。 

発火の可能性比較的小か 

・プロパンガス    転倒によるガス漏れ注意 

・卓上ボンベ  炎 数分  

石油系 ストーブ／ヒ―タ― 

コンロ 

炎／熱（間接） 

炎 

数秒／数十分 

数分 

転倒時の停止機能の有無 

電気系     

・熱源用途 電熱器（電熱線） 

アイロン 

ストーブ 

トースター／オーブン 

ＩＨヒ―タ― 

ホットプレート 

電気ポット 

熱帯魚用ヒーター 

裸熱線 

高熱鉄板 

間接 

 

 

 

 

低温熱源 

数分 

数分～ 

数時間～ 

 

 

数十分～ 

 

数時間 

 

 

 

 

引火の危険性無し 

 

通電状態で水無しになる 

水無し加熱発火事例多し 

・動力用途 扇風機／換気扇 加熱ショート 数十分～  

・電子回路 

 

・その他 

各種電子機器 

 

家屋内配線 

電源ショート 

部品破損発火 

配線ショート 

数十分～ 

数十分～ 

数十分～ 

機器破損時に 

 

家屋倒壊時 事例多し 

対応  火災の発生は ①地震直後と ②しばらく（数十分以上） 経ってからがある。 

①地震発生直後の発生火災は 炎に可燃物が直接引火するケースである。 

 ・ガスコンロや石油ストーブが主な原因である。 

 ・事前対策として、震動・転倒に対する運転停止機能のついている機器に買い替える。 

 ・平素から機器の近くに可燃物を置かないように習慣づける。 

 ・地震発生時には、必要な照明や医療器具を除き、機器のスイッチを必ず速やかに切る。 

  特に電気で熱を発生させる機器はプラグをコンセントから抜く。 

②数十分ないし数時間以上たってからの出火は電気系統によるものが多い。 

  ・電気機器の破損によるショート、ポットや水槽の水が無くなることによる過熱、 

   あるいは家の倒壊による家屋内電気配線のショートによる出火であり、いつ、何処で 

   起こるか予想が難しく、出火原因の比率が高い。  （通電火災） 

  ・事前対策として、感震ブレーカー、感震コンセント、空焚き防止機能付き製品等を備える。 

  ・地震発生時には機器などのコンセントは外す。家の損傷が激しい場合は匂いがないか？ 

煙がないか？などで電気配線のショートが起きていないか確認する。 

  ・家を離れるときは必ずブレーカーを落とす。戻って来た時も確認する。 

☆万一火が燃え移ってしまった場合に備えて、住宅用火災警報器（煙式又は熱式）の設置（義務） 

と消火器の備えが重要。煙式の方が感知時間は早いが、設置場所によっては誤作動の可能性が

あるなど一長一短がある。 

☆器具はメーカーによって仕様が異なる場合があるので取り扱い説明書などを必ず読んでおく。 

☆近隣に知らせたり、近隣の火災発生を知ったり、共同で消火にあたるなど助け合いが重要。 

言うまでもなく一番大切なのは命。無理はしないで逃げましょう。 
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□柳谷戸支隊で防災訓練を行いました  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□蜂谷戸支隊で防災ビデオの上映会を行いました（蜂谷戸 小林勝） 

防火消火班の活動として、蜂谷戸支隊の全隊員を対象にした 

ＮＨＫの録画の上映を行いました。昨年８月３０日に放映した 

「震災火災から命を守る」のダイジェスト版で約３０分です。 

火災を起こさない・火災を消す・逃げるという内容ですが、 

スタンドパイプが初期消火から延焼防止まで役立つこと、 

火の粉・輻射熱など勉強になりました。約３０名が参加しました。 

 

□支隊長の一部交代がありましたので改めて責任者を掲載します（２０１４年７月１日現在） 

本 部 隊長：長谷川 義剛、 副隊長：中泉 秋男、 会計：上田 一美 

本部隊員 細野 武文、堤 光雄、山本 敏裕、遠山 明子 

事 務 局 大久保 正機、宇津木 幹夫、中泉 秋男、林 紀史 

支 隊 長 

せんげん 

（＊は代表支隊長） 
窪田 浩三＊ 山本 鼎三  稲垣 昭穂  石崎 英則  天野 雄作 

下 小 川 長 信雄＊  本田 中也  宍戸 靖夫  佐藤 真之  勝又 昉 

か え で 甲斐 種千代＊吉田 耕造  一森 昭彦  依田 孝之  山本 敏裕 

蜂 谷 戸 小林 勝美＊ 尾原 和人  金子 郁夫  山澤 興英  坂本 美智子 

柳 谷 戸 

青 パ ト 

小林 洋美＊ 池上 新平  横田 浩   新井 則康  岩本 光代 

勝又 昉＊ 齋藤 正敏、松村 好雄、立石 憲市郎、上田 一美、林 紀史 

 

□雨水タンクで、ちょいと「エコ＆防災」 覚えていますか？━雨水の利用 

 ２００８年６月号と２０１１年７月号の自治会だよりに蜂谷戸支隊の舟木さんから雨水タン

ク利用の投稿記事が掲載されました。水と言うと飲料水の備蓄に目を向けがちで、飲料水の備蓄

はもちろん重要ですが、非常時の洗濯用、トイレ、掃除用などの生活用水や消火用の水も大切で

す。いまこの時期に改めて参考にしていただけるよう、記事を掲載します。 

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４軒ほど利用

しています。  簡易浄化装置を用いると飲めるようです。 

６月１５日（土）柳谷戸支隊では、午前１０時から安全確認「無事

です」の旗出し訓練を行い、最終的に２６２世帯、実に８７％の方が

参加しました。ワードカップの初戦でテレビに夢中で出し忘れた方も・・？ 

午後には町田消防署南支所の指導で、支隊長・防災班長２２名が参加         

ドパイプを使った消火訓練、     スタンドパイプを使用した 

                  消火訓練、担架を使った 

避難誘導訓練、発電機と夜間 

照明設備の使用訓練などを、 

炎天下の元、約１時間半行い 

ました。実戦的な訓練で参加 

者からも好評でした。 

（柳谷戸 小林洋） 

        

 

 

  

 

－３－ 

 

７月はせんげん支隊とかえで支隊でスタンドパイプの訓練があります 



 

☆資源回収状況（環境部）（単位：ｔ）  年間の予算目標は１９０ｔです。 
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・資源の不法な抜き取りに注意して下さい。 

 

☆防犯情報（安全対策部）       

□今年上半期の町田市内犯罪発生状況（１２／３１～０６／２９）   町田市役所配信情報より 

（ ）内は昨年同期間 町田市 南地区 小川 自治会内 

侵入窃盗 １２５（１６０） ３５（４１） ４（４） １（２） 

ひったくり ７（ ２３） ３（ ８） ０（０） ０（０） 

車上狙い ２１（ ４０） １１（１７） ０（１） ０（１） 

振り込め詐欺 １４（ １３） － － － 

□南地区発生場所                      

侵入窃盗 ３５：つくし野ｘ５、高ヶ坂ｘ４、南成瀬ｘ４、金森東ｘ４、金森ｘ３、 

成瀬が丘ｘ３、成瀬台ｘ３、成瀬ｘ２、鶴間ｘ２、南つくし野、小川（旧） 

小川１丁目、小川１丁目（会員外）、小川２丁目（会員外） 

ひったくり ３：金森、成瀬、成瀬台       

車上狙い １１：鶴間ｘ３、金森ｘ３、金森東ｘ２、つくし野ｘ２、成瀬が丘 

 

☆会員情報（総務部）(７月１日現在会員数＝１，２１３) 

△入会  東野 雅朗 様 第 ８支部 ４班 ４月 

     前山 忠毅 様 第 ８支部 ６班 ５月 

     山本 正浩 様 第 ７支部 ２班 ６月 

近藤 昇  様 第 ９支部 ７班 ６月 

井上 浩  様 第１０支部 ６班 ６月 

▼退会  藤井 洋一 様 第 ３支部 ４班 ３月 

坂本    様 第 ３支部 ４班 ３月 

田口 淳  様 第 ４支部 ２班 ３月 

桑島 主税 様 第 ５支部 ８班 ３月           

梅沢 昌太郎様 第 ８支部 ４班 ３月 

岡村 春彦 様 第 ８支部 ６班 ３月            

澤野 泉  様 第１０支部 ２班 ３月 

松村 順  様 第１０支部 ６班 ３月 

世帯主の変更 

第１支部７班 清水 恵己 様 → 敦子 様   

         

 訃 報         謹んでご冥福をお祈りいたします 

清水 恵己 様 （享年７７歳） 小川１－２８－７   ２月ご逝去 

吉澤 寛  様 （享年８２歳） 小川２－５－９６   ６月ご逝去 

－４－ 


