
誰もがいつまでも住み続けたい魅力あるまちに !

玉川学園・南大谷地区協議会 ユ ス
ー

ー

vole 15(倉J干J`乗

'十

五号) 2021.9
発行&発行責任者 :玉川学園 。南大谷地区協議会

代表 服部 知行

2021年度の地区協議会の各事業の開催は、コロナの影響で昨年度に引き続き厳 しい

状況になると思われますが、出来る範囲で工夫を凝 らしながら実行 していく事に大

きな意義があると思います。今出来る事を探 しながら、出来ない事は次への準備を

進めて行 くようにしたいと考えています。

5月 には、玉川学園コミュニティセンター内に地域活動室がオープンし、望んでい

た活動拠点が出来ました。様々なグループが有機的に交流 し、新 しい動きが生まれ

ていく場 となることと期待 しています。

β

7月 に2021年度書面による定期総会が開催され、2021年度の事業内容が決まりました。

今年度も11事業と盛り沢山です。ぜひ事業内容をお目通しいただき、ご参加ください !

2021年 度 事 業 紹 介

～2021 青空はらっぱ美術展～

空が広がる丘の上にあり、雨上がりには虹が良く見える町田市玉川学園3丁 目こども広場

(こ ろころ児童館裏)で野外美術展を開催します。

展示期間は 9月 26日 (日 )～ 10月 10日 (日 )を予定しています。

(作品搬入は 9月 23日 ～25日 、搬出は最終日10月 10日 午後4時からと11日 を予定)

上記期間、8名 程度の作家の彫刻、立体造形等を3丁 目こども広場に展示し、地域の皆さんに公開し

ます。一部作品は安全な参加型として、大人から子どもまで幅広く楽しめる内容で計画しています。

主催 :芝生の会、青空はらっぱ美術展チーム

(玉川学園・南大谷地区協議会の事業の一部として実施)

事務局連絡先 ア トリエ まあん 042-728-5096 1カ 日藤)

～桜実会・認知症対策～

「国際アルツハイマー病協会」 (ADI)が世界保健機関 (WHO)と 共同で毎年9月 21日 を 「世界アルツ

ハイマーデー」、9月 を「世界アルツハイマー月間」と定め、認知症の啓蒙を実施 しています。

2021年度、桜実会では、認知症支援のシンボルカラーでもあるオ レンジ色の花が

咲 く「キバナコスモス」のプランターを南大谷 あんしん相談室、デイサービス南大谷

デイサービス玉川学園前で育て、9月 にオレンジの花を咲かせる敢組を行います。

担当 :田 中 一恵 manekineko6@ohmikai.com
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～街かど 。なんでも相談室～

月3回 スケジュール通 りで開設 しています。

担当者2名 が名札を付けて、店の前を通る方々に挨拶

してチラシ配 りをしています。立上ってくれた方 とは

や り取 りします。最近、複数の一人暮 らし高齢者が

「話 し相手が居なくて寂 しい」との話をされました。

これからもしつか り話をお聴きして、活か していただ

ける街の情報を提供することも大切にします。

担当 :剣持 勝  mkenmochi@nyct odni ne.jp

～玉ちゃんサービス～

エピゾー ドを紹介します。

フクチン接種の予約が自身ではできない

高齢者が多く居られましたね。

そんな時、玉ちゃんサービスのコーディネーター

を中心に利用者に万をかけて状況を確認 しまし

そして、予約できていない方の支援をスマホ等で

行いました。とても喜んでいただきましたよ。

担当 :剣持 勝  mkenmochi@nyc.odn.ne.jp
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～広報～

36の構成団体の皆さまと情報交換、意見交換を

活発に行い、連携を深めるとともに、地域の方

に役立つ様々な情報をお届けできるよう努めて

参ります。

ホームページ・Facebookも 是非ご覧ください。

担当 :μム`生 みどり kenzentama@gmail.com

～ご近所 さん会 ～

■  「ご近所 さん会お庭カフェ」は、玉川学園町内会 +玉川学園地区社協十町田第3高齢者支援センター十

■ 玉川学園地区まちづ くりの会の4団体の地域連携事業 として動 き出 しました。

を多々いただいています。お宅でもや りませんか !
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翁 真由美  tgmO.tikukyougikai@gmailo comイ

～空 き家にしないための啓発～

化プロジェク トの一環 として、地形 を活か した住 まい方

をテーマにした「まちかどとっきどっき新聞」を発行

2号に続 き、今年度 も3号、 4号 を発行予定です。

kimuramariko`tama@gmail.co m

～多世代居場所づくり～

空き家を再生し、 1丁 目に「まちの縁側 1丁 目の加々美さんち」がオープンしました。

お庭も素敵な昭和を感じる懐かしい場所です。ご近所の方々がお茶したり、おしゃべりしたり、

子どもも大人も誰もが気軽に立ち寄れる、ホンとできる居場所を目指します。

1コ マ1,500円 (9時から13時、13時から17時、17時から21時)2コ マ以上は2,500円 です。

担当 :秋 田 史津香 090-1799-1899

まちの緑側 1丁目の力Π々美さんち

お掃除&ペンキ塗リワークショップを全 3回開催し、無事オープンしました。

ご参加くださった皆さまに感謝申し上げます。

ワークショップや勉強会、展示会、音楽会、映画鑑賞会等々、様々な催しに

ご活用ください !も ちろん個人的な集まりにも気軽に利用してくださいね !

(問合せ先)

翁真由美 09035757512〈 syotao ryota.mama@gmailo com〉

秋田史津香 09017991899〈 akitao sOmatabee.com〉

木本す真理子 090 1619 2911 くkimuramariko.tama@gma主 1,com〉  ,

～おむすび食堂十冒険遊び場～

月 1回、玉川学園なかよし公園に集 まり、感染対策に

気を付 け、外で思いっきり遊んで、お昼 ごはんを食べ

てます。た くさんの大人で地域全体でチ育てできれば

と願い活動 してお ります。

開イ樫日 :9/4、  10/9、  1]/6、  12/4、  1/8、  2/5、  3/5

担当 :秋田 史津香 090-1フ 99-1899

中欝
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～南大谷小学校の授業～

拡張現実 (AR:Augmented Reanty)の 技術にて、

南大谷小3年生以上に災害疑似体験をさせることに

より、防災訓練の質的向上を図ることが目的です。

具体的には、ARア プリをインス トールしたスマホ

とゴーグルを使用して、今いる場所での浸水疑似

体験ができ、事前の水害対策や水害への防災意識

の向上に役立たせます。

担当 :和 国 矩一

norikazu83wada@hotmail.co.jp
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二世代、三世代に渡る人、明日引つ越してくる人も

住民みんなで倉1る南大谷・玉川学園のまちづくりHロ このまちは、人が宝です

玉川学園 7丁 目にある地区社協・交流室に「玉ちゃん図書室」がオープンします。

本格オープンは 10月 初めを予定 していますが、 8月 i日 (日 )～ 3日 (火 )に プレオープンしました。

コ0ナ の感染者数が増えたため当初予定 していた企画「紙芝居読み間かせ」や「折 り紙で遊ぼう」 を

中止 し本の貸出のみになりましたが、猛暑にも関わらず足 を運んで く
・
ださった皆さま本当にあ りが とう

ございました。記入 していただいたラフンケー トをもとに、より皆さまに楽 しんでいただける「玉ちゃん

図書室」 を目指 します。 「玉ちゃん図書室」の蔵書は現在800冊以上になりますが、 まだまだ増える予

定です。本格オープンの日程、今後の開室スケジュール等はチラン、SNSを ご覧 ください。本 を寄贈 し

て くださる方、活動 をお手伝いして くださる方 (時 々だけでも構いません)ご連絡お待 ちしています。

*「玉ちゃん図書室」は玉川学園地区社会福祉協議会の街の図書室事業です。 *

【連絡先】
Tel:042-8]0-2062(玉川学園地区社協事務所)

Eメ ール :maChitoshoshitsu@gma‖ ,co m

HP:https://machinOtOshoshitsu.amebaownd,co m

ホームページ  イ》       Eメール   つ

盤 鄭 輯
‐7月 11日 (日 )玉川学園地域ケア会議 「希望に向かって妄想大会」通称、妄想大会を開催 しました。

i玉川学園、 こうなったらいいぁ、こんなことやってみたいなぁという妄想を、思いつ くまま披露 しあ

う会です。「あの～、私の妄想いいですか～ ?」 と沢山手が挙がり、大の大人が大真面目に妄想を繰

り広げ、大妄想大会となりました I内容の一部を紹介すると・不織布に上を入れたプランターで野菜

を育てて収穫物をみんなで食べる。 ・土が増えないキエーロというコンポス トで生ゴミ減量を広めた

い・流しそうめん 。
vS、 らっと立ち寄れる縁側シリーズ (縁側キネマ、縁側カフェ、縁狽」図書館、縁側

音楽会など)・ 各種ワークショップ・お化け屋敷などなど。多世代の交流、居場所、活躍の場作りと

いったことが共通項目として挙がりました。今後は「今回妄想したことが実現できるようにしたい」

というお声をいただき、継続的に妄想大会を開催することになりました。

一人ではただの妄想も、皆んなでやると実現できそうな気がします。

*コ ロナ禍のため、次回開催 日時は未定です。 *

場所 :ま ちの縁側 1丁 目加々美さんち

主催 :町田第 3高齢者支援センター

連絡先 :042-710-3378

Y

〔<お問い合わせ先>

玉川学園・南大谷地区協議会事務局 (玉川学同コミュニティセンター駅前連絡所内)

TEL: 042-732-9372

代 表  服部 知行 hym― kaede@j∞ m.home.ne.jp

事務局長 篠原 佑  shinOtasuku@yahoo.co可 p
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場所 :玉川学国地区社会福祉協議会交流室

(玉川学園7丁 87-21)

https://tgmotikukyougikai.b10gspot.co m/


