
 
 

    ―７月号― 

平成２８年７月１０日 

発行責任者：長谷川 義剛 

編集責任者：林 紀史

www.ogawajk.co-site.jp/ 

☆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２７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 S22年 S15年 S12年 S4年 S2年 T7年 T6年 ― 

・班長さんへの申し込み提出締め切りは 

８月１１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（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、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４０９，３００円の募金が集まりました。（昨年度は４０７，４５０円）          

 

今年の総合防災訓練は１０月３０日（日）です 
今年も起震車や煙体験のほか備蓄品の共同購入斡旋など多くの内容があります。 

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。 
 

 

回覧 

            

 

 

            



 

☆資源回収状況（環境部）（単位：ｔ）  年間の予算目標は１８０ｔです。 
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◇まだ市の回収に沢山出ています。見かけたら自治会の回収に出すようお勧めして下さい。 

◇集積所の看板の剝れ、破損などを一斉調査し、必要な個所の貼り替えを業者に依頼しました。 

◇集積所の場所を変更する場合は、必ず事前に環境部宛ご連絡ください。環境部から業者に連

絡します。連絡なしで場所を変えますと、回収できない場合がありますのでご注意ください。 

 

☆町田市と合同で資源持ち去り監視パトロール実施（１丁目パトロール隊、安全対策部） 
・６月２０日（月）午前１０時から １丁目パトロール隊、青パト隊、 町田市３Ｒ推進課の 

合同パトロールを実施しました。 

・１丁目パトロール隊及び１丁目有志＝１１名、青パト隊＝４名、町田市＝３名 、総勢１８名 

と青パトで１丁目内を約１時間かけ１丁目内をパトロール、注意を呼びかけました 。 

参加いただいた方有難うございました 

           
町田市のごみ情報紙「ごみナクナ―ル」８月号に紹介記事が掲載予定です 

 

☆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（０１／０４～０７／０３）   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 ９４（ ５５） ３２（ ９） ２（２） １（１） 

ひったくり ９（  ６） ２（ ２） ０（１） ０（０） 

車上狙い ３３（ ３５） １３（１２） ０（０） ０（０） 

振り込め詐欺 ２４（ ２１） － － － 

□南地区発生場所                      

侵入窃盗 ３２：鶴間ｘ１０、南つくし野ｘ５、南成瀬ｘ４、成瀬ｘ３、成瀬が丘ｘ２ 

金森ｘ２、高ヶ坂ｘ２、つくし野、成瀬台、小川１丁目（自治会外） 

小川４丁目（５月、実害あり） 

ひったくり ２：南成瀬ｘ２ 

車上狙い １３：鶴間ｘ６、南成瀬ｘ５、金森ｘ２ 

□最近の侵入窃盗はほとんど窓ガラスを破って侵入します、有効な対策は二重ロックです。 

 ただ２か所とも低い位置にあると破られやすいので、１か所は高い位置に付けて下さい。 

 高い位置にあると外からは手が届きにくかったり、外部から見やすいため有効です。 

 



 

☆防災情報―下小川支隊で防災訓練実施（下小川支隊、防災対策部） 
 ７月２日（土）１３時３０分から下小川支隊のスタンドパイプ防災訓練が行われました。 

あいにく水不足の取水制限の影響で放水訓練はできませんでしたが、下小川支隊でスタンドパイ

プの本格的訓練を行うのは初めてであり、３０度を超える暑さの中、お子さま８名や大勢の女性

を含む５０名の方が参加し、消防署の指導のもと、スタンドパイプの取り付けや基本的な使用方

法などの訓練を１時間強熱心に行いました。 

   
下小川支隊は小川自治会自主防災隊の５支隊の中で、隊員（会員）数も一番多く、居住地域も

広いためより迅速な行動が必要で、不時の災害に備えて今後も訓練を実施していきます。 
 

☆自治会活動の見直し検討委員会発足（総務部） 

高齢化を主要因とする深刻な役員の成り手不足の一方、会員の減少、活動内容の多様化により 

ごく近い将来自治会活動が成りゆかなる可能性が強く、４月の定期総会に提案し承認された 

【小川自治会の明日を考える】自治会活動を抜本的に見直す検討委員会を今月スタートします。 

メンバーは長谷川会長の委員長以下総勢１７名、各方面から多面的に集まっていただきました。 

７月２４日の第１回目の会合を皮切りに、４，５カ月をかけ、月１回くらいのペースで会合を重

ね、年内には何かの方向性を出し、来年度の定期総会に提案する予定です。 

秋には自治会員全員を対象としたアンケート調査を実施したいと検討していますのでご協力

をお願いします。 

また今回委員会に参加されていない方からも、出来るだけ多くのご意見・ご提案を頂きたく長

谷川委員長又は事務局の林自治会副会長までぜひお寄せください。 

 

☆会員情報（総務部）(７月１日現在会員数＝１，１９６) 

△ 入 会 ▼ 退 会 

鈴木 洋  様 第 ２支部 ７班 ４月 

田中 知範 様 第１０支部 ２班 ４月 

村松 賢二 様 第 ２支部 ４班 ６月 

杉山 宜伸 様 第 ３支部 ４班 ６月 

三宅 一樹 様 第 ７支部 ７班 ６月 

 

山下 徹  様 第 １支部 １班 ３月 

大谷 正二 様 第 ２支部 １班 ３月 

枝吉 礼子 様 第 ２支部 ２班 ３月 

白幡 友也 様 第 ２支部 ７班 ３月 

勝又 徹  様 第 ２支部 ９班 ３月 

篠  正雄 様 第 ３支部 ４班 ３月 

吉田 正志 様 第 ５支部 １班 ３月 

横田 正幸 様 第 ５支部 ３班 ３月 

渡辺 良夫 様 第 ６支部 ３班 ３月 

大石 良記 様 第 ７支部 ５班 ３月 

田中 直樹 様 第 ８支部 ２班 ３月 

 □班長の交代 

  第 ２支部 ７班 原瀬 寛之 様 → 西平 守彦 様 

  第１１支部 ４班 本田 中也 様 → 本田 ユミ 様 

 

訃 報         謹んでご冥福をお祈りいたします 

新納 たも子 様 （享年８０歳） 小川３－１－１５  ６月ご逝去 

ご近所に自治会未入会のお宅がありまし

たら、ぜひ入会を勧めて下さい。 

入会のご案内は班長さんに申し出て 

下さい。 


