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立春 も過 ぎて早や一か月、恩田川遊歩道を歩 くと、 どことな く春が近い事を感 じる

昨今です。昨年 コロナ禍で中止 とな り、出演者の皆様からも大変惜 しまれましたが、今年度は

「高ヶ坂・成瀬 フェス芽 2021」 と題 して行 うことに致 しました。豊富な経験 と実績を持つ成瀬 コ

ミュニティセン芽―運営委員会 と高ヶ坂・成瀬地区協議会の共同企画です。

中開きはプログラムになっています。今出来 る防疫対策をしっか り行いながら、楽 しいひと時を

お過ごし頂けますよう頑張つて参 りますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症 も新規感染者数が減少傾向にあるものの、今後 も高止ま りが続 く可能

性があるようです。

誰 もがコロナ過の多様な影響を受ける当事者 にな り得 ることもあ ります。新型 コロナウイルス感

染症 と賢 く向き合 ってウイズコロナ時代の新 しいライフス芽イルを共々に模索 して参 りたいと思

まヽす。
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むかしむかし、東尾根のてっぺんに、御嶽堂という大きなお寺が建っていた。仏教が伝来 してF日司も

なく建てられたというから＼ じつに古いお寺だったそうな…。このお寺では＼鐘は住職が撞くのが、

しきたりになっていた。ところが住職が大変変わったお坊さんだったので、鐘を撞 く時刻が＼決まっ

ていなかった。考え事をしていたかと思うと、ひょいと立ち上がって、ゴーン・ゴーン…。お茶を飲

んでいたかと思うと、茶室からΨも、っと消えて、ゴーン・ゴーン…。大きな鐘の音は、相模の野っ原を

わたって、片瀬江ノ島や大磯の海にまで＼鳴 り渡った。魚はびっくりして逃げ散って しまい、漁師は

不漁の憂き目にあって、辻きの涙で暮らさねばならなかった。そこで漁師たちは、お寺に押 しかけ＼

住職にかけ合った。「その鐘を鐘楼からおろして、三度と撞かねえようにしてくだせえ」何度もかけ

合ったが、住職は聞き入れなかった。ある夜、もうがまんならねえと、漁師たちはお寺に火をかけ＼

鐘を引き下ろして＼谷間へ蹴落としてしまったそうな…。

[注]御嶽堂という寺があったという証明はない。

ニューパヮーズ 参加者募集
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 八木 克之  042-723-4313

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。
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「高ケー坂|・ 成1瀬フェスタ2021」開1催
―のお1知らせ

会場 1(ホール)でのプログラム

3月 26日 (上 )

13:00-13:15 開会式 (雨天時も晴天時は会場 5)

13:25-13:55 都立小川高等学校吹奏楽部 吹奏楽演奏 (ジ モート演奏)

14:05-14:25 成瀬囃子連 まつ り囃子 |‰
吹奏楽演奏

和太鼓

14:35-15:05 都立成瀬高等学校吹奏楽部

15:15-15:35 響鼓 (ど っこ)

15:45′―V16:05 オリマナ タヒチアンダンス

16:10-16:30 詩吟愛好会 青少年を合めた独吟・合吟

16:40-17:00 ママさんブラス はまぴよ隊 吹奏楽演奏

3月 27日 (日 )

9:30～ 09:50 高ヶ坂熊野神社囃子 お囃子

10:05-10:25 TAKEZEN オジジナルフォークソング

10:40-11:00 高倉龍和ほか

11:15′-11:55 カホーダンス

和太鼓・篠笛

ダンス 識
会場2(多目1的室 A・ B)でのプログラム

3月 26日 (土 ) 13:30-17:00 ボッチャ教室 (高 ヶ坂・成瀬地区協議会ボッチャ部) ~

3月 27日 (日 ) 9:00-12100
ビデオ繰返 し上映 (町田わかくさ保育園、

町田市立南成瀬中学校、都立成瀬高等学校 )

会場 3(フ サースペース)でのプログラム

3月 26日 (上 ) 13:30～ 17:00 町田市南第 3高齢者支援センター展示・手作 り品バザー、

町田市南第二地区民生委員児童委員協議会展示3月 27日 (日) 9:00-12:00



会場4(地域活動室)でのプログラム

3月 26日 (土) 13:30～ 16:30
高ヶ坂・成瀬地区協議会

担当 町田市南第 3高齢者支援センター
スマホ教室

9:30～ 11:30

会場 5(グラウンド)でのプログラム

3月 26日 (上 ) 13:00-13:15 開会式 (雨天時は会場 1) Jガ
13:30-14:30 バルーンアー ト (小林稔)(雨天時はテラス)

ペスカ ドーラ町田フットサル教室 (雨天中止)14:30-16:00

9:00～ 10:00 バルーンアー ト (小林稔)(雨天時はテラス)  _掘 L

10:00～ 11:30
FC町田ゼルビアサッカー教室、

チアジーディング演技発表 (雨天中止)
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どヤ地区協議会団体紹介

成瀬駅前ハオツの一角には、成瀬駅前センターを

はじめ、銀行・交番 。商店街・コンビニ等があ り、

生活環境が整 っています。成瀬駅やバ

^停
も日の前

に有 りますので、出かけるのもとても便利です。

成 瀬 駅 前 ハ ーイ ツ 自
―
治 会

団地内には保育園、団地の隣 りは都立成瀬高等学校があ り、

高齢化が進む中で未来のエネルギーを感 じられるのは頼 もしい

限 りです。18棟 に 700世帯が住んでいます。

団地の南側 には恩田川、春は水面に映える桜並木 と遊歩道、

また、木々が多 く季節の変化を楽 しめる素晴 らしいところです。

*楽寿会では年 4回誕生会を開催 し、 ご長寿をお祝いしています。

*毎年 1月 に成人式を迎えた方に記念品を贈 り、将来の大人材

にエールを送っています。

*毎年夜回 りを続 けています。 (夏 7月 、8月 。冬の 12月 、1月 、2月 )

*団地自治会防災訓練 (年 1回 )

*不用・不法バイク・自転車の処分 (年 1回 )

威瀬1国1地自治会

エステ・スクエア成瀬は、総合体育館近く、桜並木の美しい恩

田川沿いにあります。管理組合・自主防災隊と連携し、快適で安

全な暮らしを目指し活動しています。夏季冬季の夜間には有志が

集まリマンション内外を巡回、年一度防災訓練を行います。ま

た、歴史の長い自治会会報紙「エステ deハ ロー」(年 に4,5回発

行)に加え、2021年度は新たな機関紙「エステdeス マイル」を

発行。これは、コロナ禍による夏祭 り中止等でちょっとした立ち

話の機会を失った私達が、ペットや趣味、お料理レシピ等のさり

げない日常の話題を持ち寄 り、せめて紙面上だけでも、楽しい交

流の機会を持てればとの願いから生まれました。

エステスクエア成―瀬自治会


