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☆小川子どもまつり開催のご案内（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２９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。 

（雨天中止です）

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 

 

☆ちょっと早いですが、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。 

・祝い歴及び 101 歳以上の自治会員、同居家族の方で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 S21年 S14年 S11年 S3年 T15年 

S1年 

T6年 T5年 ― 

・班長さんへの申し込み提出締め切りは 

８月 5 日（木）です。 

・申込用紙が無い時は、班長さんまたは 

直接事務担当 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２１日（火）、２２日（水） 

８月２６日（水）、２７日（木）、２８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、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４０７，４５０円の募金が集まりました。（昨年度は４２７，６３０円）          
 

 訃 報         謹んでご冥福をお祈りいたします 

石黒 ソノ井様 （享年８８歳） 小川２－２４－２   ５月ご逝去 

木村 耕三 様 （享年８７歳） 小川２－５－６２   ６月ご逝去 

小金澤 一 様 （享年８５歳） 小川２－１６－１１  ６月ご逝去 

 

回覧 

            

 

 

            



 

☆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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☆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（１２／３１～０６／２８）   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 ５５（１２５） ９（３５） ２（４） １（１） 

ひったくり ６（  ７） ２（ ３） １（０） ０（０） 

車上狙い ３５（ ２１） １２（１１） （０） ０（０） 

振り込め詐欺 ２１（ １４） － － － 

□南地区発生場所                      

侵入窃盗  ９：鶴間ｘ２、つくし野ｘ２、成瀬が丘ｘ２、成瀬台、小川（旧）小川１丁目 

ひったくり ２：鶴間、小川（旧）    

車上狙い １２：鶴間ｘ６、金森ｘ３、成瀬ｘ２、南成瀬 
 

☆会員情報（総務部）(７月１日現在会員数＝１，１９６) 

△入会  松村 真勇 様 第 ９支部 ６班 ４月 

     名畑 京治 様 第 ９支部 ５班 ５月 

宮本 善弘 様 第１０支部 １班 ５月 

山方 一郎 様 第１０支部 ６班 ５月 

渋谷 浩子 様 第 ３支部 ３班 ６月 

中田 章夫 様 第 ７支部 １班 ６月 

▼退会  井の上 学 様 第 ２支部 ８班 ３月 

石井 弘二 様 第 ３支部 １班 ３月 

山下 則正 様 第 ５支部 ３班 ３月           

中川 秀知 様 第 ６支部 ２班 ３月 

木村 啓子 様 第 ６支部 ３班 ３月  

志賀 弘之 様 第 ７支部 ６班 ３月 

永井 明夫 様 第 ９支部 ４班 ３月          

佐藤 昭治 様 第 ９支部 ４班 ３月 

山口 直樹 様 第 ９支部 ５班 ３月 

足立 和明 様 第１０支部 １班 ３月 

平  純  様 第１０支部 ５班 ３月 

清家 俊平 様 第１０支部 ６班 ３月 

塚田 世羽 様 第 ２支部 ６班 ５月 

◇所属班の変更    

松原 隆史 様 第 ９支部 ５班→第 ９支部 ２班   ６月 

◇他にも世帯主の変更、電話番号の変更・削除などが複数ありますが近々発行予定の 

平成２７年度版会員名簿に反映します。 



 

☆防災情報（自主防災隊） 

□防災専門班の今年のリーダーが次の通り決定しました（敬称略） 

防災専門班 リーダー 副 

情報・広報 小城 捷信（柳谷戸支隊長）  

避難誘導・救出救護 合同 長 信雄（下小川代表支隊長） 天野 雄策（せんげん支隊長） 

防火・消火 石崎 英則（せんげん代表支隊長）  

給食・給水 小林 勝美（蜂谷戸代表支隊長）  

 

□せんげん支隊で防災訓練を実施しました（せんげん 石崎） 

６月２１日（日）午後、あいにくの雨模様にも関わらず、せんげん支隊で防災隊員１５人と、 

町田消防署から４名の署員が参加し、約２時間スタンドパイプを使用した消火訓練を行いました。 

せんげん支隊では非常時に迅速な消火活動を行うことを目指し支隊長・班長を中心に消火チーム

を編成しています。5月の基本操作訓練に続き、今回は出来るだけ消防署の指導・支援を受けず、

自主的に実施する事を目的とし、２班編成（１班６名体制）で合計８回の放水訓練を実施し、 

十分な訓練成果を上げることができ、チームとしての連携・チームワークの重要さを実感しまし

た。７月１８日には第 3回目として 100米放水訓練に取り組む予定です。見学歓迎します。 

   
 

□７月５日に予定していました柳谷戸支隊の防災訓練は雨天のため中止しました 

 

□町田市の地域防災計画が修正されました（事務局 窪田） 

町田市は、今年（平成２７年）、市の地域防災計画を修正しました。 

今回は小川地区に住む私たちに特に関係の深い項目をいくつか紹介します。 

１．災害医療対策の強化：これまで災害拠点連携病院として指定されていた、南町田病院が 

新たに災害拠点病院に指定されました。（市内では町田市民病院と南町田病院の２カ所） 

災害拠点病院とは、災害拠点連携病院（恵泉病院）より担当エリアが広くなり、より高 

度な医療を提供できる病院として、東京都から指定された病院のことをいいます。そこ 

では軽傷の患者も勿論診療しますが、連携病院では対応が難しい重症（傷）の患者の 

診療に当たります。 

２．避難行動要支援者・要配慮者対策：これまで、避難支援の対象者として「身体障害１級・ 

知的障がい１度・要介護３以上」としていましたが、新たに「身体障がい２級・知的障 

がい２度」の方も対象として、「避難行動要支援者名簿」に記載されます。 

３．応急保育対策：保護者の被災や通っている保育園の被災により、保育・保護を受けられ 

なくなった子どもに対し、市が応急的に保育を行うことを規定しました。（昼間時の地震 

を想定）保育所、保育園にも子供用の食料・飲料水の備蓄をすることになりました。  

 

その他に、雪害対策、 風水害・土砂災害対策、 災害復興対策、 その他の項目にも修正

がありますので市のホームページをご覧ください。 

 

 
旗出し訓練も行います。旗を紛失した方は事前に防災隊まで連絡ください。 


