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立冬を過ぎて朝晩の冷え込みが厳 しくなってまいりました。
今年も気がつけば、年賀状の受付が始まり、いよいよ本格的な寒さの到来となり
ますが、皆様におかれましては、益々お元気でご活躍の事と存 じます。
新型コロナウイルスもこのまま終息に向かう事を祈 りつつ、地域活動を行って参
りたいと思います。
ここであらためて現在、高ヶ坂・成瀬地区協議会が行っている各事業を紹介さ

せて頂きます。
O清掃活動は、今年の秋はコロナ禍の中実施出来ませんでした。来年の3月 に実
施を予定 しています。

Oボ ッチャ部はパラリンピック競技種目にもなり認知度アップで徐々に部員さん

も増えてきており、毎月練習に励んでいます。
Oス マホ互助交流会は毎月のテーマを決めず、気軽さも相まって月を追うごとに

参加者が増えてきており、成瀬地域はもとより高ヶ坂地域からも気軽に来られ
ております。

O成瀬コミュニティセンター運営委員会と高ヶ坂 。成瀬地区協議会の

合同イベントである 《高ヶ坂・成瀬フェスタ2021》 も演目も決まり、
着々と準備が進んでおります。

Oみんなの食堂のプレオープンが、6月 25日 ツクイデイサービス玄関に於いて

行われ、おにぎり17食を配布 しました。第2回 は7月 下旬に混ぜちらし寿司を準

備 しておりましたが、コロナ禍の中、中止となり、再開はまだ未定です。

先哲国く、「悩みの無い人生がないように、何の課題もない地域など
どこにもあるまい」との言葉とおり、我が地域の悩みを解決 し共々

希 望に輝 く地域にしていきたいと思います。「健康」は幸福の上台、
調管理をしっかりして年末年始を元気で過ごしましょう。

代表挨拶

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 :  ニューパヮーズ代表 宮原 久枝  090-5448-0040

からもアクセスできます。是非ご覧ください。
( 町田市本一ムページhttp://ko軍 com)asaka―naruseE



地区協議会団体紹介

ク リーンセ ンター壁画

世帯数は170世帯弱の小さな町内会ですが、町内会対抗の綱引きなどでは、団結
して力を出すことができる元気な町内会です。
町内会の地域には、遺跡としても価値のある、なずな原公園、また町田市の重要な
施設であるクリーンセンターがあります。また、シエアクラブのなずな会も活発に

6月 公園清掃 8月 成瀬祭 り

10月 スポーツ健康フェスタ 11月 防災訓練

11月 高ヶ坂・成瀬地区ソフ

トバ レーボール大会
3月 餅つき

なずな原公園

iエ活動 しています。

活動内容 と活動時期

南成瀬ひがし町内会

防災訓練

つ きも

南成瀬ひψS、 み町内会は、成瀬駅北口前の南成瀬1～ 3丁目に位置し、
1982年 (昭和57年)に設立され2022年で40周年となります。
主に以下のような活動を通して地域住民同士の交流を深めております。

・防犯パ トロール (毎月末土曜日)

・成瀬 まつ り (8月 )

・成瀬地区健康フェスタ (10月 )

・ソフ トバ レーボール大会 (11月 )

・もちつき大会 (1月 )

また町内会館は、老人クラブの活動や町 トレ、各種
サークル (麻雀 。英会話等)様々な活動の場として利用されております。

南成瀬ひふみ自治会

歴史ちょこっと噺 NQ.6 文 :中村 清史

漁師を困らせた「御嶽堂(みたけどう)の鐘」 その一 。その二 《町田の民話と伝承より》

成瀬に三又(みつまた)と いう地名がある。谷戸が三つの又に分かれていて、東側にあるの
が東谷戸だ。その東谷戸を取り巻く東尾根で、最も高い所を、土地の人たちは御嶽堂と呼
び二つの伝説が残されている。

(そ の一)

むかしむかし、東尾根の最も高いところに、御嶽堂という大きなお寺があったそうな…

そのお寺の鐘楼には、立派な黄金の鐘が吊るされていた。朝方は朝日に照らされ、
夕方は夕日に照らされ、黄金の鐘は毎日二回、キラ
相模の野っ原を越え、相模湾まで連した。青く広が
に輝くから、魚はびっくりして逃げ出し、漁師はま
なかった。「これじゃあ、漁師のあごが干し上がっ

キラ輝いた。まばゆい輝 きは、

せえよ、お寺さん」漁師から苦情を申し込まれたお寺では、檀家の集 まりで

相談 し、自慢の鐘を鐘楼から降ろして、松の根方に埋めて しまったという。

[注]こ の伝説は全国各地にある「朝日さす夕日輝 く樹のもとに黄金千両漆満杯」
の埋蔵財宝伝説 と符合するものがある。大正の末頃、民俗学や考古学に関心

をもっていた成瀬小学校 (現 南第二小学校 大正11年4月 ～昭和2年 1月 まで

在籍 された)第4代校長 山本亀三氏が、村の青年団と協力 し、それらしき

松の根元を掘 ってみたが、鐘も財宝も発見されなかった。 その二は次回掲載 !

っていた海が、黄金の色

ぶ しくて、漁が続けられ

ちまう。何 とか してくだ



高ヶ坂・成瀬フェスタ2021 演 目一覧

3月 26日 (土)第 1日 目

開会式

都立小川高等学校吹奏楽部 演奏他(ズーム環境)

都立成瀬高等学校吹奏楽部 吹奏楽演奏

響鼓 和太鼓

オ リマナ タヒチアンダンス

詩吟愛好会 青少年を含めた独吟 。合吟

成瀬囃子連 まつり囃子

ママ さんブラス はまぴよ隊 演歌メドレー等

ホ
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3月 26日 (土)13:00～ 17:00

開会式

風船アー ト

ペスカ ドーラ町田フットサル教室とドーラとのふれあい

み

ёヽち

3月 26日 (土) 13:30～ 16:30

ボッチャ教室

スマホ相談室

民生委員と高齢者支援センター展示と相談コーナー

高ヶ坂熊野神社囃子 お1界
‐
子

TAKEZEN オリジナルフォークノング

詩吟たかせ 独吟 。合吟

高倉龍和他 和太鼓・篠笛

カホーダンス ダンス

グ

ラ

ウ

ン

ド
FC町田ゼルビアサンカ~教室とゼルビーとのふれあい

十キッズチアリーディング披露

風船アー ト
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生
階 ボッチャ教室

スマホ相談室

民生委員と高齢者支援センター展示と相談コーナー
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スマホ互助交流会

町田市南第3高齢者支援センター 原ロセンター長

本年度は7月 より開催 し、8月 ・9月 と会場である成瀬コミュニティーセン
ターにおいて、定期 (毎月第 4火曜日13日寺～15時)実施することが出来ました。
ネットforシエアの清水先生を中心に、7月 は11名、8月 は15名、9月 は29

名の参加をいただきました。オンラインサポーターの方やスマホを使いなれて
いる方、使い方をさらに知 りたい方、初歩的な使い方を教えてほしい方々が集
まりました。和やかな雰囲気のもと、「使い方がわかってよかった」「教えた
人に喜ばれて嬉 しかった。」「みんな知っている人ばかりだと思っていたが、
そうでない人もいたのでほっとした」等の声も聞かれました。

この交流会は13H寺～15H寺の間であれば、いつ来てもいつ帰ってもOKです。
スマホ片手に、「今日はこのやり方を聞いてみたいな」「誰か、教えてもらい

たい人はいるかな」と気楽に来て交流できる場として今後も利用 していただけ
れば幸いです。

:毎月第4火曜日 13時～15時
:成瀬コミュニティセンター 地域活動室

日
所

催開
場

ボッチャ部

日 時 :毎月第1・ 3・ 5水曜日13:00～15:30

場 所 :成瀬コミュニティセンター地域活動室

時間も忘れ、熱中しています。
パラリンピック競技種目にもなり、
認知度も上がって新 しい顔ぶれが増えて

きました。
気軽にお立ち寄 りください。


