２０１７年７月９日
発行責任者：長谷川 義剛
編集責任者：林 紀史

―７月号―

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、かえで子供会）

ぜひご家族で参加下さい。

今年の「小川子どもまつり」は８月２６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、ヨーヨー釣りなどのゲームがあります。キックボール
は中止し、新しく焼きそばの屋台を計画しています。
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。
（夜の杉山神社例祭への出店は中止します。）

☆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。
・本年からお祝いをお贈りする対象を本年１月～１２月中に満８０歳、９０歳、１００歳の
誕生日を迎えた方、迎える方に変更しました。
年齢
８０歳
９０歳
１００歳
班長さんへの申し
元号 昭和１２年 昭和２年
大正６年
込み提出締め切りは
８月１３日（日）です
西暦 １９３７年 １９２７年 １９１７年
・申込用紙はこの自治会だよりと一緒に回覧しますが、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。

今年の総合防災訓練は１０月２９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。
内容の詳細は自治会だよりー９月号や各支隊発行の防災便りでお知らせします。（防災対策部）
◇７月２日（日）次の２支隊で町田消防署の指導・協力を得て防災訓練を行いました。
・蜂谷戸支隊（C・D ブロック）：午前１０時から２時間弱、４０人参加（内お子さま７人）、
スタンドパイプの実戦的な使い方を実施、訓錬時間中は薄曇りで、絶好の訓練日和。
新加入会員の若い世帯からの参加が多く、「ご近所の顔合わせの良い機会」となった。
・柳谷戸支隊：午後１時から４９人参加、質問も多く活発で有意義な訓練であった。
訓練内容：①スタンドパイプ（接続・放水）②消火器放水、③三角巾装着訓練は全員実施
他に④簡易トイレ用凝固剤反応⑤防災倉庫機材活用など
◇７月はこのあと次の支隊で「スタンドパイプの実践的な使い方」の訓練を予定しております。
みなさんふるってご参加ください。
・下小川支隊
：７月２２日（土） ９：１５～１１：４５
於；下小川公園
・蜂谷戸支隊（E）：７月２３日（日）１０：００～１２：００
於；小川小プール脇道路

新設の出産祝いの第１号申込がありました。５月にお生まれになったお子様です。
回覧

☆上期公園清掃のお知らせ（環境部）

参加可能な方はぜひご協力ください。
７月２３日（日）９：００～ せんげん公園と柳谷戸公園の一斉清掃を行います。
熱中症予防のため開始時間を例年より１時間早めました。 冷たい飲み物を用意します。

☆４～６月資源回収状況（環境部・資源回収の会）
単位＝ｔ
１７年４～６月
１７年上期
１６年上期
１５年上期

新聞
雑誌・雑紙
８．５
２６．６
１６．７
５１．８
１７．０
４４．２
１７．３
５０．７

段ボール
１０．０
１８．１
１８．９
２０．５

年間の予算目標は１５０ｔです。
紙パック
古布
缶類
合計
０．３ ３．２ ０．６ ４９．２
０．５ ５．１ １．１ ９３．４
０．５ ４．１ １．１ ８５．８
０．５ ４．９ ０．８ ９０．７

資源回収に関する注意事項（お守り下さい）
◇集積所へは必ず指定日の朝出して下さい。早く出すと不法な持ち去り、放火、衛生上など
色々問題が発生します。
◇自治会の集積所の場所を変更する場合は、必ず事前に環境部に連絡ください。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。
◇市のゴミ回収場所の新設・変更は１か月前までに所定の用紙による届け出が必要です、
市の回収場所は自治会では管理していませんので、各自届出を行って下さい。

☆防犯情報（安全対策部） 自治会内では年前半は主要犯罪の発生はありませんでした。
□今年上半期の町田市内犯罪発生状況（０１／０３～０７／０２）
町田市役所配信情報より
（ ）は昨年上半期
町田市
南地区
小川
発生個所 自治会内
侵入窃盗
６２（９４） １９（３２）
０（２）
―
０（０）
ひったくり
２（ ９）
１（ ２）
１（０） 小川１（外） ０（０）
車上狙い
２１（３３） １０（１３）
２（０） 小川６ｘ２
０（０）
振込め詐欺
５０（２４）
―
―
―
□南地区侵入窃盗発生場所：南つくし野ｘ３、鶴間ｘ３、金森東ｘ３、金森ｘ２．成瀬台ｘ２
成瀬が丘ｘ２、成瀬、南成瀬、つくし野、南町田
□町田市内の振込め詐欺被害が相変わらず多発しています。６月も１３件の被害がありました。

☆会則・細則の改正（総務部）
自治会活動の見直しに伴う会則の改正が４月９日の定期総会で、細則の改正が５月１４日の
役員会で、総会資料に記載した原案通り承認されました。

☆会員情報（総務部）(７月１日現在会員数＝１，２０３)
△ 入 会
▼ 退 会
品田 良彦 様 第 １支部 ５班 ３月
宮地 秀悟 様 第 １支部 ７班 ４月
長谷 静枝 様 第 １支部 ５班 ３月
田中 明徳 様 第 ４支部 ２班 ４月
斉田 タキ 様 第 ２支部 １班 ３月
高橋 有希 様 第 ９支部 ６班 ４月
小田島 認 様 第 ２支部 ８班 ３月
小谷 健次 様 第 ９支部 ４班 ５月
市川 義雄 様 第 ５支部 １班 ３月
小島 良晃 様 第 ９支部 ４班 ５月
佐藤 次郎 様 第 ５支部 ２班 ３月
高橋 洋平 様 第 ９支部 ４班 ５月
大野 敏夫 様 第 ５支部 ８班 ３月
小杉 謙三 様 第 ５支部 ４班 ６月
中泉 秋男 様 第 ５支部 ８班 ６月
山本 賢太 様 第 ７支部 ５班 ６月
柳原 情子 様 第 ９支部 ８班 ６月
磯田 幸範 様 第 ７支部 １班 ７月
◇役員名簿の訂正：次の班長のお名前が間違っていました。お詫びして訂正します。（敬称略）
・第２支部２班 鈴木 （誤）宜義 → （正）宣義
・第２支部９班 鈴木 （誤）弓子 → （正）弘子

