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玉サII学園・南大谷地区にも地区協議会 が 誕生 !!
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2015年 10月 29日 於 :市民協働おうえんルーム (市役所2階)

臨時総会を開催致しました

第1部 :2015年度の事業計画 (広報渚動事業)

承認されました

2015年度の収支予算 承認されました

(詳細はいつでも事務局にお尋ねください)

第2部 :2016年度の活動に向けて～意見交換会～

渚発な意見交換がなされました

積極的な歪参加を !

2015年 7月 に、玉川学園・南大谷地区協議会が設立され、10月 29日 にもう一度開かれた総会(
初年度は広報事業を中心に同協議会の周知を行うこととされました。

それにより、ホームページの開設やニュースの発行を行いますとまた、折角作った協議会ですか

ら、地域住民の安心・安全な生活の確保に向けて、色々な団体が協力・連携して活動を行えるよう

なしくみづくりを行うようにします。

このニュース第2号では、次年度に向けてどのような事業を進めるのが良いのか、事イタ」案を取り

上げてみました。実際の事業にかかる前には、総会を経て、皆さんのアイデアを寄せてもらう機会

もありますので(積極的にご連絡む意見をお願いしま魂

地区協議会 が出来ること 。目指すこと
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20TO年度 事業 (活動資金分配を含む)はこんなテーマが候補に !

現在、次年度に事業として取り上げて欲しいと課題が出されているものをご紹介しま現
次年度に参画したいと思われる課題がありましたら、是非今後開かれる集まりにお越しください。複数の課
題に参画いただいて構いません。また、こちらからも団体や個人にお声掛けさせて頂く場合もありますの
で、その節には是非ともご協力下さい。まずは、参画する課題と連絡先を事務局までお知らせください。
今後集まりの日程などはHP(http://tgmodkukyougikai.Ы ogspot.jp)ん でヾき次第記載されるようになりま曳

この他にも総会の第2部の意見交換会では、以下のようなご意見もありました。

今後このようなご意見を事業になるように発展させていくためには、皆様に随時話し合いを重ねていっていただく

ことが大切ですとどうぞ、ご興味のあることに進んで参画してください。

ex。 災害時の防災用井戸を地域に設置して欲しい。
・様々な団体で実施している音楽会などを地区全体で大勢の参加を募って開催してみたらどうか。

※これ以外にも課題の提案などありましたら、お寄せください。

認知症の人にやさしい衝づくり事業 ∞

急速な高齢化|こより認知症の人の数は、20跡に砺 人前念 ∞歳以上の5人に
一人になると言われていま魂 認知症の人の増加に伴い、認知症の人が関わる事

件・事古如増えてもヽま魂 その原因とし承 認知症の人への接し方が間違って
いたり、認知症の人が不安になる地域だったりすることがありま魂

そして、∞歳以上の人口が∞%になっている私たちの地域で 晴款随 の人にやさ
しい街づくり事業とに取り組むことは、喫緊の課題廷

‐
売

① 曙謙脆の人にやさしいまち」を宣言する
② 認知症サポーターの増加キャンペーン
③ 認知症の人との交流および意見交換
④ 多鋼 の言籐唯カフェ開催
⑤ 曙飩庄の人ん沫やすし喧」の知牛と蒜

これらは、町内会・自治会、地区社協、商店会、桜実
会など地区協議会の加盟団体力功を合わせて取り組め
1武 実現できることばかりで魂

DR地 区協議会の劉16年度取組課題として採用して

いただけるよう提案しま魂

「支えあいのまちづくり活動」活性化のたりに

日常生活支援訪問活動 :玉ちゃんサLビスの広報活動事業 俯

少子高齢化は地域に住む住民にとって様資な生渚上の課題をもたらしていま魂
幸いこの地域では、子育て世代や団塊曲代 高齢者世代を合わせた地域密着人口が

増えており、住民活動も引き継がれて渚発に運営され、地域の宝となっています

力＼反面、社会的孤立感が高く、家族を超えたつながりが希薄となってもいま魂
公的サービスでは、その人らしく暮らす事は難しく、転居や施設入居の選択を余儀
なくされている現状もありま売

地区社協では、玉ちゃんサービス (子育て世代から高齢者世代の方々を対象

とした 「日常生活のお困り事を近隣の人々でサポートするしくみ」)の担い
手である協力者の募集研修を終え、ログ年度下半期をトライ期間とした活動も順調

に推移していますぅ新年度から、本格的に「玉ちゃんサービス」をビジネスモデルと
して採算のとれる地域福祉事業として発展させたいと考えていま魂

咀ちゃんサービス」の効果は、地域の人々ん渾」用者(協力者(賛同者として運
営に関わることができ、人・もの 。金・情報が豊かになり、総体として地域福紐力

が高まることで魂 玉ちゃんバスと共に、誰もが住み易い身きできるまちづくりに

動 るヾことになりま現
玉ちゃんサービスを軌道にのせるための宣伝広報のご支援をお願いしま魂

防犯カメラの設置Ⅲ安心なまちづくり 事業 ∞

昨今、コミュニティセンターやさくらんi蔀―ルのベンチや各所の「憩いの椅子」
に若者などのグル=プが深夜にたむろしく 飲酒、処 大声で騒ぐなどが多発し、
地域住民が迷惑している。警察や関係者が注意をしたり、町内会が防犯・環境パト
ロールや清掃活動などをして再発防止に努めているん＼深夜の事でなかなか防止策が

難しも、
玉川学園は閑静な住宅地で舅申 あるとの評判であるのに残念である。事

の多発を防止する対応策として防犯カメラの設置を考えたい。
多くの地域では防犯カメラの識 墟勃」となり、防犯効果をあtザている。この地域

では南宍舒」奪校の恩田ll随歩道に最近防犯カメラが設置されて効果的だと地域住民

力潮遡している。玉川学園前駅や南北の商店街、戸建ての住宅地に多くの人が

往来している地域に、もはや防犯カメラの設置はら要不可欠であると考える。

噺 まちカフェ』蠅刃酸所議動∬隣 ∞

昨年12月 に行われた「まちカフェ !」 イベント
|よ 市庁舎を舞台に、1∞以上の団h代 思い思い i

の趣向で展示な やステージで、それぞれの特
色をアピ上ルしく 7800名 もの参加者を集めた。
玉川学園・南大谷地区には、多様な組織・団体

ん→舌動している力＼必ずしも他団体との交流が十

分とは言えない。

そこで、各団体の存在をアビ■ルしてもらう

場を「玉南まちカフェ」として設けたい。

これを切っ掛けとして、地区協議会の渚動をス
ムースに動かせるのでは。
地域の住民がお互いに知り合う切っ掛けを作る

のが大きな狙いなのく 夏前のような早い時期

に、玉川学園コミ三ニティセンターあたりを使っ
て、各部会からできるだけ多様な、多くの団体や

個人の参加が得られるように、部会の代表と有志団体で実行委員会を作っく 実施
してはどうだろうんち
企画は実行委員会に委ねるん＼少」え1武 次のような事例を挙げてみたい。
1.各部会に属する団体等が口述発表する。午前中2時鵬
2.展示物を閲覧できるように、各団体がポスター・パネルの臨
3,簡単な団体紹介冊子を配付資料としてイ乍成する。

(自己製作で経費を抑える。)

予算計上|よ 展示用共通備品や簡易印刷経費などК 展示物製作などは、各団体
の自己資金で行うことを原則として運営する。

まちカフェ!201S年 12月 6日 (日 )
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暖疎り も燿E瀬 礫 しいまちづ くり事業 建剰

玉川学園の 暖味的」は、7月の最終金曜土曜に】服隋店会が中心Q日間、聞貝どの

間吉釣 Uヾ詞最初岬 の2日間、開催していま現
地域のほとんどの団体が参加し、玉ちゃんバスもルート変更して日 呈 歩行者天国

にして今や地域で最も賑やかなイベントになっていま魂

玉川学園1剖憬 さんが開発した街で、あと3年あまりで倒周年を迎えま硯
駅周辺も南回の小田急マルシェが新装し、北国の玉川学園コミュニティセンターは

3年後には建て替えられて、駅と一体化したバリアフリーになりま魂

玉川学園の 暖瞬り」は年々参加者力彬も、えて]万人を妨 初 υ餞助遊ケく周
辺住民からクレームを頂く事もある状況で魂 学園都市として閑静な住宅地に住む人
も世代交代で外に出たり、夕憶呂から新しい方が来られたり、このところ地域
住民の人となりも変化してきて
いますとこの中での「夏祭り」
は型帰りの人や夕惜肋 らヽの参加
者も多く地域の楽しみになって
いま魂 新しいまちなのでお神
輿はありませんん＼ヨJII大学・

農学部にお神輿があると聞いて

いますので参加して頂いく 大
きく育った「夏祭り」を地域

支援でより,音1留監するアイデ

アを地域の皆さんと共に考え

て行きたいと思いま魂

遊び場を失っ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事業 ∞

「この前、公園でキャッチボールをやっていたら、近くにいた人から F危ないか
ら止めなさし匈 って注意されちゃった。」「ボァル遊び禁上の公園だからで
しょ」「でも、ボTル遊びが禁止でない公園なんてあるのかな?」 「た′3ヾんない

と思う。でも、あったら楽しいかも」  lノ」姓 の司

キャッチボ亨ブ助 「ヾ金井スポーツ畑 に行かないとできないと聞き睡然とし
ました。確かに公園の殆どに「ボTル遊び禁止」の注意書きが設置されていま
すぅより安全なキャッチボァル (少しソフトなUボァルを使用するなど)なら許
される公園に変えられないでしょう力ヽ 何もかも禁止されて、外遊びの範囲を狭
められていく子どもたちは、どんどん体力ん髯氏下していま魂
子どもたちの育ちに大切な遊びを取り戻すことは我々の責任と考な 行政も含

め色々な分野の方々と、公園利用者同士が譲り合い、他人に迷惑にならないこと

を配慮しながらも、子どもたちに思いっきり遊ぶ楽しさを与えるための方策
を話し合いましょう。

韓 と        る撃 ∞

1)学力格差を解消する補習教室の開設
南大谷中では放課後の勉強室「Souh ttd」 を開設を生そ患 保護者、先生の評判

も良い。この蠅 朝 の方々と協膨して有料の塾とは違う補習教室を持ち

たい。地域の生徒の学力差が無くなり、)営予防止などにつながる結果が得られると
思う。学校側からは過去問題集などの教材と教え方ノウ八ウの提供と生徒の鶏
地域イ貝」からは場所の提供、大学生や地域序習ボランティアの募集などを。
2)地獄活動に中学生の参カロ

買物やゴミ捨てに不自由な方を支援する「玉ちゃんサービス」んヾスタートしたと

耳にした。社会貢献したい中学生は沢山いる。2年生は職場体験で色々なお店や会
社で1週間お手伝いをして地域の方々と′き、れあい交流している。ヨ H大学と南大谷
中の連携で始まった「フラッグアート」は町田第五′」く F転馬争」＼ :ヨ |1大学フラッ

グアート教室につながり、地域の青少年と多世代住民の交流に役立っている。「玉

ちゃんサービス」など地域の渚動に中学生も参加する事もこれからは必要だ。期
と学校が連携して生徒を育てて行きたい。
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今までの活動
2015年 10月 の臨時総会のあと、11月 26日 から2016年2月 5日 にかけて、広報の充実を図るホームページ設定の打合

せを重ねました。また、多くの多才な地域住民の方々に地区協議会の部会に参加して頂く事を目途に4回の事務局会

議、2回の理事会を開催してきました。役員一同、玉川学園と南大谷にお住い 。お勤めの方々と一緒になって地区協

議会の活動を進められるよう、体制づくりに取り組んでおりま丸

各種のお知らせはニュースの他、ホームページにも随時載せますので下記のURLを ご覧ください。

(判肯中)

今後の予定
2015年度の活動として、2016年 3月 までに地区協議会

ニュースの発行とホームページの開設を行います。

また、町田市と連携して事業報告と補助金清算をしま丸

玉川学園・南大谷地区協議会
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2016年度の活動としては、
。2016年 2月 に、前ページに掲げた7つ のテーマ事業 (案 )

を検討して、部会を開催する準備をしま魂
。3月 にはテーマ事業 (案)の部会をスタートし、世話人の

方力坤冨広く地域の皆様を集めま丸

・部会んⅦ贋調に進めば、5月 中旬には総会を開催して、2016

年度の事業と予算の了承を得て、市に補助金申請をしま売

・補助金の交付決定を受けて、6月 中旬頃には事業活動を始

めます。
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お意見、お力、お待ちしています !!
まだ生まれたばかりの組織で魂 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きま現

1年ごとの事業として全て取り上げていくのは難しいですん＼ まずは、皆さんで集まって話し合いを進めてい

く中でくきっと良い方向を見い出せると思いますとそしてその中から、事業として少しずつ取り上吠 問題解決

を図っていきましょう。

こんな課題には興味があるので仲間に入れて欲しい、

自分はこんな経験の持ち主だから、こんな課題があったら

お役に立てる等、団体・個人を問わず随時一緒に考えてくれ

る仲間を求めています。

お時間ある時の参画でも構いませんので、まずはご一報ください。
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<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内)

玉サ|1学 園2-19-12 TEL 042-732-9372
代  表 松香光夫 mmat.tamagawa@gmail.com
事務局長 前野紀夫 toma9@icom.hOme.nettp




