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～玉南地区協議会に若い方々のアイデアをお待ちします !～

2018年度も地区協議会の予算を利用して、有意義な事業が展開されておりま現
これぞという事業案をお持ちの方は、お知り合いの理事にむ連絡ください。

『玉川学園 。南大谷地区協議会の総会』

2018年 5月 30日 (水)10時から、町田市役所の会議室で28団体35名の方が

出席し開催されました。前野紀夫事務局長による開会宣言の後、「2017年度

事業報告」「2017年度会計報告」「2018年度事業計画」「2018年度収支予

算」「規約の一部改訂」「役員の選任」等、6つの議案が提案されました。

それぞれ審議のうえ6議案ともに承認されました。引き続き、構成団体であ

る玉川学園地区社会福祉協議会が東京都の助成を受け作成したPR映像
「人生お互いタマ」んヾ紹介されました。

最後に、松香光夫前代表の後を受け、今年度より新代表に就任した徳力幹彦

代表により閉会の宣言が行われ、総会は終了しました。

『総務省での意見交換会』

今年の7月 、霞が関の総務省本庁で地区協議会の意見交換会があり、事務局と広報が参加しました。総務省

は意外に物腰やわらかで、地域活性化プログラムなどざっくばらんな会合でした。

その中で玉川学園の地域活動が話題になりました。「るみの自主回収」「玉ちゃんバス」 「地区社協」
「大きな町内会」「まちづくり」「フラッグアート」「こどもまつり」「商店会夏まつり」等々。

玉南地区協議会は発足4年目になりますも今年度の理事会には3名の若手女性に参加して頂き渚性化を図りま

す。今年度も9つの事業を進めますが、その事業活動に女性、若者に自由に参加して頂き、来年度の事業を

一緒に考えて行ければと思います。

『市役所での情報交換会』

先の9月 25日、市内各地区の地区協議会の役員有志約40人が市役所

2階の市民協働おうえんルームに一堂に会して情報交換をするワーク

ショップが開かれました。玉川学園・南大谷地区協議会からも会長・

副会長始め、7,8人の役員が参加しました。会場を飾り付け、市の職

員がエプロンをしてお茶やお菓子を配り、カフェの雰囲気をつくるな

か、あちこちのテーブルでは活発な話し合い力比

完成形に近づいている協議会、さまざま課題を抱える協議会、地域毎

に事業内容もカラーも協議会のあり方や温度差も違い、活動もそれぞ

れで魂 本目互触発のよい機会となりました。 ‐
―
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2018年度の事業中間報告

『おむすび食堂』主催

～玉南子ども食堂～  <地区協議会新規事業>
今年度から玉川学園でも子ども食堂を始めました。

皆で一緒に料理を作って、大人数で楽しく食事を取りますも食後は地域

貢献で来てくれるスターバックスコーヒー町田金森店さんのおいしいコー

ヒーを飲みながら、玉川学園地区社協のフードドライブに寄せていただ

いたお菓子を食べたり、ホールで遊んだり楽しく過とします。参加費は

子ども100円、大人300円 です。

こすもす会館などにてこれまでに

7月 、8月 、9月 と3回実施 し、参

加者はそれぞれ子ども約30名、ス

タッフを含む大人約30名でした。

共働き家庭が増え、お弁当を買っ

て子どもだけで食事を取る家庭も

あると聞きます。また、地域のつ

ながりが希薄になり孤立した子育

てをしているお母さんもいるよう

で丸

いた食材などで料理を作っておりますもむ家庭で余っている食材があり

ましたら、ぜひお寄せください。また、当日の見背リボランティアや調

理のお手伝いを募集しておりま曳

次回は12/1(土)玉川学園なかよし公園で開催予定です。

担当 秋田史津香
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おむすび食堂を通して、多世代の

方々のむ縁が結ばれ、子どもたち

の健やかな成長を地域全体で見守

るきっかけになればと思いま魂

社協のフードバンクからいただ

玉川つばめ演芸会主催

復活 !“玉川音頭"  <地区協議鋪 熊 業>

「玉川学園にかつて“玉川音頭拗 あヾったんだって」。

小さな子どもたちまで総勢120名ほどが集まり、`復活 !玉川音頭"を

踊って楽しみました。

玉川音頭が最初に行われたのは、昭和21年8月 15日、終戦の翌年。

それから長い時を経て、平成最後の今夏、

72年ぶりの大復渚と相成りました。

タウンニュースにも掲載されましたよ。
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担当 宇野津 暢子

今年の春、そんなウワサ

から始まり、8月 18日

に超八イスピ‐ドで実

現に至った玉川音頭。

当日の玉川学園ポケッ

トパークには、かつて

玉川学園前駅ぞk川音

頭を踊ったよ、という

と年配の方から、

町五′」ヽの6年生の夏体みの自由研究に「玉ちゃんサービス」の見学、実習仰験を行いました。老いと心身の変化の話

をした翌日、実際にベットメイク、食堂・居間の掃除機か欣 風呂掃除(階段のモップがけ等(2名とも汗だくになっ

て働きました。「こんなサービスんヾあるなんてお母さん知らないから教えてあtザよう」と子どもたち。子どもたちにも

保護者にも「玉ちゃんサービス」を知ってもらえる良い機会となりました。今後も町内会・自治会や町トレなふ さま

ざまな地域活動の場く  「玉ちゃんサービス」の活動紹介を引き続き進めていこうと思いま筑

赳  艤 致

井上 宮子

地区社協主催 ～「支ぇ合し、」の輪 ひろ日常生活支援訪問 I玉ちゃんサLビス」への補助

<地区       >

～遊び場を失つた子どもたちの体力低下を取り戻そう～

子どもが元気に遊べる広場づくり く地区協議会継続事業>

スタッフ陣は4名体となりました。各所共に10名強の参加があります。

練習ネットを追加購入し、投球練習に活用、キャッチボールを始めて数十分

たつと「三角ベースやろうよ !」 の声、男女混合のチーム対抗試合となり

ま曳 低学年から高学年生一緒になって点取リゲームに夢中で(一時間はあっ

という間に過ぎてしまいます。勝ったチームはお互いに八イタッチ !『もっ

と続けてやろ～ 1」 と言われますが、往年の野球少年には体力の限

界があります。ソフトボール投げの向上に寄与出

来れば幸いです。一緒に活動して頂ける方のお声

k'実施場所と同時芦掛けを待っております。
◎ころころ児童館 月初めの土曜日15時～

担当 大山憲―  mv.bag.dsΩ do∞mo.ne.io   ◎南大谷小    第3水曜日 14時半～

TEL:090‐3006-3788     ◎町5月  ヽ    最終週の金曜日 15時半～
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ころころ児童館・玉川学園地区まちづくりの会 共同主催

地域マップ&地形模型づくり

玉南地区協議会の支援を受けて

昨年度より、児童館が募集した児

童を対象にワークショップを開き、

玉川学園地域全体の地形模型とマッ

プづくりを行っています。昨年は

9月 から半年かけて、この地域の

中心部 (児童館・さくらんばホー

ルを中心として)の地形模型を作

り、完成の発表を行いました。

今年度は、現在の地形模型の範

囲を拡げて作成します。最初のワ

ークショップでは、彼等が作った

模型を持って街歩きを行いまし

た。この街歩きを通して模型から

表現された地形の変化を実際に体

現できたようで魂 これから本格

的な範囲を拡げた模型づくりが待

っています。

1.模型を見ながら、

今見える場所を確認

2.学園の中を、ゆっくりまわりの

街並みを観察する

3.見渡しの良いところから、

谷と尾根部分を見通しながら

マップづくりは、毎月第四土曜日に行っていま曳

(詳細はまちづくりの会Fa∝Bookを参照してください。)

担当 清瀬 壮― 飩瞳s≦艶m封I.∞m

く地区協議会継続事業>



～今後の地区協議会事業～

『玉南まちカフェ』

玉南まちカフェでは、様々な地域課題と協議会が行っている事

業を紹介することにしています。今年度も第二回「玉南まち力

フェ」を実施します。

昨年度は、各事業をパワーポイントなどを使ってビジュアル的

に発表してもらい、それを材料に様々な地域の活動に関する意見

1交換を行ないました。また、構成団体の活動のパネルや模型をお披露目したりもしました。

|その後引き続き、一品持ち寄りの懇親会を開き、楽しいひとときを過としました。

1 今年度は、事前打ち合わせとして、8月 6日 に担当理事を中心に第一回準備会が開催され、

1状下のようなことが話し合われました。

■.今年度進行している事業紹介は昨年と同様にビジュアル的簡潔に紹介する。

2.今後、準備会を数回開き、 「玉南まちカフェ」の目的・ねらいなどのイメージを共有してゆきたい。

3.次年度の事業の提案なども可能ならそこで発表したい。

4.実施時期は、2019年 2月 初旬を予定する。

今後これらの意見を踏まえ数回の準備会を予定していますので、玉南まちカフェについて

む興味おありの方は、事務局又は事業担当清瀬・松香までお申し出ください。

担当 清瀬 壮一 艶勲蛭e@9m菰|.corn    松香 mmat.tamaqawa@om封 |.com

る意見、お力、お待ちしています !!

より良い魅力あるまちづくりのために志を共にして協働してくださる

団体や個人を随時継続して募集していま曳

アイデアなど下記の方々へのむ連絡をお待ちしま曳

事務局 前野

篠原

広報  松香

木村真理子  atdbr@障 muramariko.∞ m

<お問い合わせ先>
玉川学園・南大谷地区協議会事務局

(玉川学園コミュニティセンター駅前連絡所内)

TEL 042‐ 732‐9372

代  表 徳力幹彦 函飽聖仰阻靱回L出廷れ

事務局長 前野 紀夫 tomao@icom,homeine.io
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