
～歴史と未来の街～

;h〔ユ]し,,∫,印 1切 rtι∫♂NEWS

高ヶ坂・成瀬地区協議会

i Vol.4 2020年 12月

1  発行 高ヶ坂・成瀬地区協議会
1 代表 木目田 和良

:

厳 しい寒さと共に夜空の星がことのほか美しい季節 となりまし

た。 今年はコロナ禍の中で多くのイベントが中止となり、気が

つけば、今年度も残 り四ヶ月を切つてしまいました。その中で成

瀬コミュニティセンター祭 りを毎年開催 してきた運営委員会の豊

富な実績・経験を持つメンバーと、高ヶ坂・成瀬地区協議会のメ

ンバーと共同で『高ヶ坂・成瀬フェスタ』を企画しております。

今、私たちは新型コロナウイルスという未聞の試練に立ち向かつ

ていますが、ウイズコロナを見据えながら、会場ではWi‐ Fi・

Zoom等 を活用 し、今できる防疫をしつかり行いながら、有意義

な楽しいひと時をお過ごし頂けるよう頑張つて参 ります。

2021年3月 21日 (日 )13時～ 16時開催予定です。

○グラウンド開催は成瀬高校吹奏楽部を予定しています。♪
室内 (フ リースペース)では、民生児童委員協議会・

高齢者支援センター・スマホ相談など。

多目的室A・ Bではボッチャの体験を開催 します。   
♪

ホールではWi―Fi環境下で、外部の演奏、その他外部の

イベン トを中継予定してお ります。

検温・マスク着用・三密を避けるなど感染症対策を十分に行いま

す。ご来場お待ちしております。

但 し、2021年 1月 の新型コロナ感染拡大状況で

中止ということもありますことをご了承ください。

高ヶ坂・成瀬フェスタ



1、 防犯防災パ トロール隊活動

ウィズコロナ関連記事

年末年始を控え、これから会食の機会が増えることを

想定し、会食時の感染防止対策のためのキーワー ド

「5つの小 +こ ころづかい」毎週一 はどこかの隊が巡 しています。更に毎月一口 全員で

巡 しています。
歳末特別警戒巡 は27日 ～29日 毎夜7:00か ら9:00ま で全員で

口

口
・小人数
・小時間
・小 声
・/Jヽ 皿
・小まめ

大人数で集まらないようになるべく少人数で

小一時間で時間を決めて会食を

大声の会話は控えて小声で楽しんで

料理は小皿でとりわけ、回し飲みや箸の共有は避ける
こまめな換気、手洗い消毒、会話時にはマスクの着用を

口3 巡 口 します。 (3自 治会合同で実施 します。

2、 クラブ活動
「輪投げクラブ」が、ひだまり荘で毎月得点を

競い合 う方式で実施 しています。

脳

こころづかい 医療従事者への感謝の気持ちを忘れずに

家庭内にウイルスを持ち込まない ことを

強 く意識 しま しょう !
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自治会発足は昭和51年

メイン行事は成瀬コミュニティセンターまつ り(共同開催)
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■
こ ころづかし、

*高 ヶ坂倶楽部 (老人クラブ)・

*サ ロン(ひまわり会)・ ・・・
*サ ロン ・・・・・・・・・
*カ ラオケグループ・・・・・
*なかよし会・・・・・・・・
*ゲー トボール・・・・・・・

・カラオケ・輪投げ・コーラス他
・ボール体操他
・マージャン・ウノ・お茶会

日

都営住宅団地で周辺では、大きめの松葉公園が

日

口

あります。

・週 1

・週 2

・週 2
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高ヶ坂 。成瀬地区に住み暮らしていますが、どこの団体にも属していないけど、

住み良い地域づくりに力を発揮してみたい方、地域活動に協力してみたい方、特にこ
んなアイデアがあるという方が参画できる枠です。若い世代 。高齢者 。定年を迎えた
方 。子育てを終えた方々のご参加をお待ちしています。

連絡先 : 事務局 中村 090-5820-7120
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歴史ちょこっと噺 No.3

大昔の町田は海の底 《東京湾は忠生村まで伸びていた 》

町田市内の図師や小山田などで化石が出ることは耳にする程度
でしたが、昭和30年9月 、忠生中学校理科部の生徒が「先
にその場所に行つて化石の調査をしましょう。」 と
い う話で、図師を流れる鶴見川の崖一帯を採掘した

ところ、採掘 した貝は、ザルガイ・ヒアフギ・

カスミニシキ・スダレガイ・ヤツシロガイ・

ウキツノガイ・フネアマガイ・バカガイ・

オホノガイ・ハボウキガイ・クロシギノハシ・

ナガガキ・ トマヤガイ・ミルクイなど数多く
の海水産の貝がそのままの状態で発見されま
した。また、流木も発見され半炭化するまでには進行してい
ませんでした。以上のことから「地層の隆起は非常に新しい

ものであると共に、東京湾は、ここまで伸びていた」事が結
論づけられました。
詳細は産経新聞 (昭和30年 10月 23日 全国版)で 「私たちの村
は海の底」と大きく報道しています。以上の事柄を踏まえ、

田市の約半分は大昔は海であったことが十分推察できま

文 :中村 清史
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自治会防災訓練
共同防災訓練



9月 26日 (土)ボ ッチャの発足式がありました。引き続き32名 の参
加者で初めての練習試合が行われました。3会場に分かれ、各会場2

～3名 で4チーム結成されました。試合は総当たり戦で皆さん熱が入
り大変盛 り上がりました。優勝チームにはささやかな賞品が授与さ

れ、小さな拍手と笑顔が企れました。

検温・消毒・3密 を避けてコロナ対策を行つた上で運営されました。

朝早くから運営にご協力してくださつた方々に深 く感謝いたします。
今後はボッチャ人口の増加に向けて、町内会、自治会、老人会に働
きかけてまいります。

今後の練習 日
・毎月第1水曜 日 13:30～
・毎月第3土曜 日 9:30～
場所 :コ ミュニティセンター

※ 参加希望の方は直接会場に

おいで下さい。お待ちしてお ります。

10月 4日 (日 )9時～11時30分まで、

高ヶ坂地区約10名 、成瀬地区約40名 の参力日で、
全7エ リアの清掃活動を行いました。
開始時に雨がパラつきましたが、問題な

く行われました。皆さん自宅から持参の

ごみばさみなどを手にグループに分かれ
て道路沿いのたばこの吸い殻、空き缶
などなどのごみを拾いました。地区内の

歩道、恩田川沿いの歩道が大変きれい

になりました。
日

おります。
※次 は2021年 3月 の日曜 日を予定 して

からもアクセスできます。是非ご覧ください。

htt ko asaka―nar seB c 町田市ホームページ

ボッチャ発足式 &初 練習会口
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