
～歴史と未来の街～

翻 ,∫,印比鶴夕NEWS

高ヶ坂・成瀬地区協議会

Vol.6 2021年 7月

発行 高ヶ坂・成瀬地区協議会

代表 中村  清史

代表挨拶

今年度より当会の代表に就任致 しました成瀬団地自治会長
の中村清史です。前会長の後を引継ぎ、当会の代表を務めさ
せて頂きます。どうぞよろしくお願い致します。
まずは何を置きましても、前会長のこれまでのご尽力に心
から感謝を申し上げます。

高ヶ坂・成瀬地区協議会

設立から3年 目を迎え、各事業部門も担当者の絶え問   代表 中村清史

ない努力により、計画から現実に活動ができるように

な りましたが、新型 コロナウイルス感染拡大の中で、ほとんどの事業が中止 と

なって しまい、残念な思いをしてお ります。今後 も、当会の認知度アップに力
を入れて、会員以外の皆様にも親 しみやすい情報を発信 していけるようホーム
ページ等の充実を計 り、地域においても一層 貢献できるよう努力 してまい り

ます。縁あって同じ地域に住む私たちです。
共々に仲良く楽 しく、益々明るい地域にして参 りましょう。

2021年度 高ヶ坂・成瀬地区協議会役員紹介

役 職 名 氏   名 所 属 団 体 役 職

代  表 中村 清史 新任 高ヶ坂 B成瀬地区町内会連合会 会 長

鈴木 敏高 留任 高ヶ坂 B成瀬地区町内会連合会 副会長

田辺 一成 留任 青少年健全育成南第二地区委員会 会 長副 代 表

遠山 育子 留任 南第二地区民生委員日児童委員協議会 会 長

事務局長 人木 克之 新任 高ヶ坂・成瀬地区町内会連合会

松本 良彦 留 任 高ヶ坂・成瀬地区町内会連合会 会 計
会 計

小室 政治 留任 高ヶ坂 H成瀬地区町内会連合会

村田 親吾 新任 南第二地区民生委員日児童委員協議会 J
会計監査

小熊 恵子 留任 青少年健全育成南第二地区委員会 J

からもアクセスできます。是非ご覧ください。
( 町田市ホームベージga0httD:/ amうsaka―narusea c



地区協議会中,b三団体紹介

山

昭和22年発足後、70年余 り町内会活動を

続けて来ました
これからも地域の安心安全に寄与する

町内会活動を続けて行きます。名所旧跡

としては、成瀬杉山神社・東雲寺が有名です。

成瀬祭 り 8月

成瀬地区健康フェスタ 10月

高ヶ坂成瀬地区ソフ トバ レーボール大会 生1月

東雲寺

成瀬町内会

成瀬鞍掛スポーツ広場

成瀬西自治会地域には緑豊かな

市立成瀬観性寺公園があり、

地域の憩いの場になってお ります。

お花見会 成瀬鞍掛スポーツ広場 4月

花火の夕べ 成瀬鞍掛スポーツ広場 8月

しS、 れあい祭 り 市立成瀬観性寺公園 10月

成瀬西自治会

町内会  ・ホームページの開設

。町内会館の耐震補強を令和2年を目標にしている。

・町内会記念誌の発行(令和2年 2月 )

シニア倶楽部の活動 :令和元年生2月 現在会員数88名

主な活動 :ボ ール体操町 トレ 月2回

麻雀       月2回

囲碁・将棋    月3回

吹き矢町 トレ   月2回

町内会の各種訓練、行事に参加、
ハイキング、芸術鑑賞等

毎年1月 に行う「どんど焼き」

‐ ‐ 了

」

(将来的には防災本部 とする)

南成瀬中央町内会



スマホ互助交流会 ダ

毎月第4火曜日13時～15時の間ワンポイントでスマホのわからないと
ころをお互いに教えあう楽 しい時間を過ごしませんか。
場所はコミュニティセンター地域活動室です。ちょっとわからないこ
とをお互いに教えあい、楽 しみながら困つていることを解決 していま

す。講師の清水静香先生も丁寧に教えてくださいます。
※ スマホ教室は、新型コロナ感染の状況を鑑み開催は未定です。
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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 :04外723-4313 事務局 人木 克之

歴史ちょこっと噺 NQ.5 文 :中村 清史

堂之坂公苑
この公苑は幕末、小川村と成瀬村を治めていた井戸(い ど)石見 (い わみの)守

(かみ)弘道 (ひ ろみち)の穀倉 (米蔵)が あったところで、幕末に江戸に運ぶ前
に地行米を保管 していました。井戸氏は幕末にはペリー提督からフィリモ

ア大統領 (第 13代大統領)の親書を受け取 り、幕府に届けた一人です。
その穀倉は明治になって江戸屋敷消滅後に丼戸氏の妻 と子息が余生を送っ
たすまいとされています。
平成2年 (1990)に 開苑。珍しい植栽がたくさんありますが、昭和天皇の即位
を記念 して植えられた“大王松"は苑の奥にそびえ、水琴窟が美 しい音を奏
でます。                 参考文献 :「成瀬地域散策マップ」
四季を通 じて様々な草花が見られます。

所 在 地 :町田市南成瀬5-8

開苑時間 :8:30～ 17:30  (6月 ～8月 までは8:30～ 19:00)
休 苑 日 :年中無体 トイレ有 り

回 無し 苑内にペットは入れません

Ⅲl卦 i=奮



ボッチャ部 令和3年活動計画

令和 3年度は年度開始早々に緊急事態宣言となり、充分な協議もできないま
ま新年度が開始されました。ボッチャ部の活動は昨年度と同様、今年度も実施 し
ていくことが、書面表決により承認されました。ありがとうございました。
昨年度は、令和 2年 9月 26日 に発足式を行い、 10月 以降月 2回練習会を行っ
てきました。毎回 8人～ 14人の方に参加 して頂き、のべ人数は80人を超えて
おります。皆様、大変にありがとうございました。

緊急事態宣言により令和 3年 1月 8日 ～ 3月 21日 、新年度に入っても4月 25
日～ 6月 20日 まで活動ができない時期が続きました。今年度の本格的な活動は
7月 からとなります。                ・

今年度は土曜日の活動は行いませんのでご注意下さい。基本は毎月第 1、 第 3、

第 5水曜日の年後 1時から行います。希望者が多くなった場合は別の曜日も検討
したいと思います。曜日などのご要望がありましたらお知らせ下さい。
また、日程は未定ですが練習の成果を発揮する場としての大会、また外部クラブ

との交流戦も行っていきたいと考えています。高齢者や障害の

ある方も健常者と同じ土俵で楽 しみむことができる、軽スポーツ
です。興味のある方は是非ご連絡下さい。

皆様、今年度も引き続き

岳.       ボッチャ部をよろしくお願いします。
●

●

清掃活動 令和3年度活動計画

令和 3年度の地区内清掃活動は、昨年度同様、2回実施することが書面表決
により承認されました。ありがとうございました。
清掃対象は恩田川沿いの歩道や地区内の主要道路です。道路や植え込みのビ
ン、缶、ビニール、紙類の回収作業です。清掃用具は準備 してお りますが、
ご持参いただいても結構です。
今年度の予定は、 9月 頃と翌 3月 頃に実施する予定です。詳細が決まりまし

たらチラシや申し込み用紙で、皆様にお知らせします。

清掃作業後の感想 として、『知らない方々とコミュニケーションができ、有
意義な時間を過ごすことができました。』 とのお話がありました。新たな交

流や地域の和 も地区協議会活動の目標の 1つだと思います。
地域内の老人会様、子 ども会様、各種サークル・同好会の皆様、声を掛け

合って振るってご参加下さい。
このような活動を今後も大事にしていきたいと思います。

今後 ともよろしくお願い致します


