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誰もが いつまでも 住み続けたい 魅力あるまちに 1

本年度、地区協議会事業がいよいよ本格始動していま魂

9月 23日 の理事会では、試行錯誤しながらも各事業

を前進させている報告がなされました。

地区協議会の目指すところは、地域で活動する各団

体や個人が手をつな訳 新たな発想によって問題点を

発掘し、事業を推進させていくことで萌。

玉川学園 。南大谷地区がよリー層魅力的な町になる

よう、皆さんのお知恵とイ子動力んヾ之ヽ要でサ。

この町を愛する皆さん、是非ご参加ください。

地区協議会では商店街の夏祭り活性渚動などに使用す

る為のテントを購入しました。地域の為のイベント等で

も歪利用いただけます。どうぞご活用ください。
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理事会にてヽテン卜の前で記念撮影

「玉南まちカフェ」開催のお知らせと参加のお誘い 11
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市庁舎を舞合に毎年行なわれている各団体のアピールと交流の場「まちカフェ 1」 の地域版として、
「玉南まちカフェ」を企画しました。

地区協議会の構成団体には労 レクトメールで詳細をお伝えしますん＼興味関心をお持ちの方も呼び

かけ人にご連絡の上、是非ご参加ください。

日時 :20T6年 T2月 T7日 (上)T5冒寺～T9日寺

会場 :玉川学園中規模センター こすもす会館・ホー脚 理事

当日は、各団体の渚動紹介の展示パネル lAOサイズ)を作りながら、

地域の様々な課題を話し合い、お互いの渚動を知る良い機会にしたいと思いま魂

また、調理室の使用が可能ですので、一品持ち寄りの簡単な食事会も予定しています。

実施にあたり、参加希望 。参加予定の団体は、まちカフェの内容や準備についてご相談致したく、

連絡先 (郵送先住所、Tel&Ftt e― メールアドレス)を下記呼びかけ人までお知らせ下さい。

パネルなどは、此方で用意しますのでく展示用の写真などを乙用意してご参加下さい。

玉南まちカフェ呼びかけ人連絡先

松香光夫

清瀬壮―



20T6年度の事業が動き出しました I

-2016年度認知症の人にやさしいまちづくり事業部会一

認知症模擬演技役による寸劇体験会を開催

認知症の方と対面した時あなたはどのようにされますか。
あまり経験できない状況を経験するため、11月 6日 (日 )に認知症になりきっ

た演技をしていただく方を招いて、認知症の方と対面する体験会を開催しまし
た。演技をしていただいたのは“NPO法人アビリティクラブたすけあしVの方達
でサ。
認知症の方と対面する場面は ①突然「あなた、私の家を知っているで

しょ !」 と声をかけられた ②スーパーのレジ係りが購入品の価格より少ない

現金を出し「お釣りをくれ」と言われた の2場面を設定しました。どのよう
に対応するかを体験すると共に、その時の感想やもっと上手に対応する方法を
参加者全員で話し合いました。

どちらの場面でも、落ち着いていただくよう話しをすることや安プムできる言

葉を伝えること、そして近くの方や高齢者支援センターヘ助けを求め
ることが大切と分りました。“NPO法人アビリティクラブ
たすけあしΨの方から、対応のポイントは以下の
7つと教えられました。
1 まずは見守る

2 余裕をもって対応する
3 声をかけるときは 1人で
4 後から声をかけない

5 相手に目線を合わせてやさしい口調で
6 おだやかに、はっきりした話かたで

7 相手の言葉に耳を傾けゆっくり対応する

部会では地域の方に認知症への関心を高めていただくことと、認知症の人に

やさしい商店づくりの活動を進める予定です。協力いただける方の参加を待っ
ていま萌。

子育て世代から高齢者世代の方々までを

対象とした日常生活上のちよこっとした困

りごとを地域の協力者がサポートする「玉

ちゃんサービス」力＼ 施行スタートして約1

年.… これまでの利用件数は150イ牛を超え、利

用された方々から「地域の支え合いに心か

ら感謝しています」との声ん肖ムがっていま

魂
この「玉ちゃんサービス」の利用は、現

在のところ協力者の体制ができている玉川

学園 。東玉川学園にお住いの方が対象に

なっていますが、このたび地区協議会が発

行する新たなパンフレットによって、南大谷

地区にお住いの方にもこのサービスの仕組

みを知って頂き、併せて協力体制を生み出

す機運につながることが期待されま曳

_2016年度 日常生活支援訪問活動事業部会一

玉ちゃんサービス (日常生活支援訪問活動)の
りヽ ンディなNE町ザ《ンフレット」ん`年内に !出来上がります
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-2016年度  『教育・文化 。青少年』に関する事業部会―

遊び場を失った子どもたちの体力低下を取 り戻そう !

子どもが元気に遊べる広場づくり事業

<まちともでの活動報告>
子どもたちにキャッチボールに親しんでもらおうと、小学校のまちとも (放

課後など子ども遊び場見守り事業)の時間を利用して、数回にわたリキャッチ

ボールや三角ベースで子どもたちと一緒に遊びました。

<7月化石谷公園での活動報告>
7月末に化石谷公園でラジオ体操に来た小学生と、南大谷小学校オヤジの会

有志、青少年健全育成玉川学園地区委員会有志、さらに近隣の高校生も加わっ
てのキャッチボールや三角ベース。子どものみならずヽ オヤジたちも大いに楽
しみ、こんな感想もいただきました。
『世の中ポケモンGO流行りですカシ―ヾチャルな世界ではないキャッチボールに
夢中になる子どもたちを見てホッとしました。』
『公園で、さまざまの学年のガキんちょんヾ一緒になって遊ぶ姿 !ひっさし応ヾり
に見たな～ 子どもたちの表情いいなァ。』

<3丁目子ども広場での活動報告>
11月 5日 ころころ児童館「みんなで

つくる学年を超えた遊び也イベントに「思い

やる心を育むキャッチボールをしょう隊」と
して参加しました。
初めは遠巻きにしていた子どもも徐々に

「僕もやりたい !」 に。そして、上手く投げ

られるようになればさらに「楽しい !」 と表
情も変化しました。

<続・3丁目子ども広場での活動報告>
11月 26日 (土)午後ころころ児童館と子ども広

場にて第2回キャッチボールも開催。
同日夕方からさくらんぼホール和室に

て懇談会も開催。今後の子供の遊び場づく
りの夢も語り合いました。

この活動は、往年の野球少年のお力をお借り
して「子どもが元気で遊べる広場づくり」事業を

推進することです。
どうすれば今までキャッチボールをしたこと

のない児童に興味を持って貫えるか。また、児
童同士でキャッチボール遊びができるようにな
れるか。公園や広場での活動から、「安全な
キャッチボール遊びができるんだ」ということ
を地域の皆さんに認めてもらい、家でゲームを
している子どもたちをお父さんと一緒に
キャッチボール遊びをする公園に取り戻した
い 。

それが我々の願いです。

関心のあるお父さんなど、是非 !ご参加

待っています !

大山憲― Eメール mv,baq・ DISΩdOcomo.ne,iD
工 L  09餅300←3788

船生みどりEメ ル kenzentamaΩ omail,com

TEL・ FAX 042-727-1103

参画したいと思われる課題がありましたら、今後開かれる集まりにお越しいただくか、参画する課題と連絡先を事務局までお知らせください。

複数の課題に参画いただいても構いません。また、こちらからも団体や個人にお声掛けさせて頂く場合もありますのでくその節には是非ともご協力下
さい。今後集まりの日程などはHP(hitpttgmotikukyouσk前 .ЫOgspotJp)に 記載されま魂

-2016年度安全安心なまちづくり事業部会一

防犯カメラの設置事業

この地域は閑静な住宅地で安心安全な街であると評判が高かったにも関わら

或 昨今では深夜の若者の騒ぎや侵入盗の被害などが少なくありません。これら
の被書防止に最も効果が高いと思われる「防犯カメラ」の導入を検討するとい

う事力＼ 今年度の地区協議会の事業の一つとして取り上げられました。

広大な地域をすべてカノヾ―することはとても出来ませんから、目的を絞りい

かに効果的に活用できるかを考えていく必要がありまする問題点を洗い出したう
えで、設置規定や運用規定を作成し、責任の主体を明確にすることやプライバ

シーヘの配慮も欠かせません。設置するには多額の設置費用と維持費用が必要
となりますと地区協議会が負担出来る範囲と、負担できない部分はどこが負担す
るか等、大きな問題点が色々と出てくることが予想されま丸

今年度は、設置にむけての調査期間だと考えていますが、問題は逼迫してい

ることもある為、来年度には少なくとも数個所には設置できるように具体的な

活動をして行きたいと考えています。地区の皆様からも多くのご意見やアイデア
を頂けるようお願いいたしま萌。

月反部知イ子 Eメール hvrYl― kaede∩ icom,home.ne.ip

日 日

目下制作中のパンフレットは、B5タ テ長半分二つ折りの八ンディなサイズ

で、編集人は「玉川つばめ通信」などの発行でおなじみの宇野津暢子さんで萌。

発行部数は9,000部、年内完成の予定で、出来あがり次第みなさまのお手元にお

届けいたしますので、今しばらくお待ちください。

匡メールsaitomachidaΩ oudook娘

Eメール 処 理 kQyamamomo〔顔 釣 OO.C鉱建

『夏祭 り支援」元気で楽 しいまちづくり事業

夏祭りは地区協議会らしいイベントだと思いま魂
主催が商店会、南口商店会、イベントの参加は町内

会 ,自治会、地区社協、青少年健全育成玉川学園地区

委員会、玉川大学、消防団、南大谷中学校など玉川学
園・南大谷地区協議会の構成団体が数多く参加してい

まサ。

夏祭り支援事業の補助金で緑色の小テント4張 り
を購入、玉川学園・南大谷地区協議会の表示を

オーダーメイドで整え、夏祭りにテントを張り、

北狽」のお祭りではお菓子と風船セット400個を配
りました。お子様と親御さん約600名が列を作る

盛況。南側のお祭りでは22餌国のスイカ割りでこ

ども親御さん約500人が参加する賑わいでした。

昨年出来たばかりの玉川学園・南大谷地区協議
会ですが、名前入リテントで地域の皆様に少しは
お馴染み頂けたかと思いま魂

野田行康 TEL・ FAX 042‐728-8492
Eメ ール fromie7ω t.vodafone,n鉱腱

前野紀夫 TEL・ FAX 042-728‐9561

Eメ ール
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松原二郎

一石靖江

井上宮子

TEL      090-6538… 7810
Eメール matura― sΩsweetocn.ne iD

TEL・ FAX 042-723-4548
Eメール vasue― loveiv―ichiro@docomo,ne.io
TEL・ FAX 042-726-5342
Eメ ーール m"akovamamomoCttahoo co iD
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る人も

づくり・・

誹扉略Z諄体・雪謀 人が三

ホ ー ム ペ ー ジ を ご確 認 くだ さ い  (uRLが開けなし場 合はブラウザのノト ジョンを新しくしてみてくださしつ

各種のお知らせは、地区協議会ニュースの他、本―ムページにも随時載せま魂 URLを ご覧ください。

また、今年度の事業に関わる構成団体のHPも ご紹介しますのでくこの機会に是非ご覧ください。

「南大谷町内会」

「玉川学園町内会」 httoノ/tamaqawagakuen― chonaikai.neV

「地区社協」
「NPO法人桜実会」 httDノ/WWW.ohmikai.com/

「玉川学園商店会」httDゴ/WWWitamacaku― s.com/

地区協議会 が出来ること 。目指すこと
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歪意見、お力、お待ちしています !!
より良い魅力あるまちづくりのために、志を共にして協働してくださる団体や個人を随時継続して募集していま魂

まずは皆さんで集まって話し合いを進めていく中でくきっと良い方向を見い出せると思いますとその中から事業として

少しずつ取り上吠 問題解決を図っていきましょう。こんな課題には興

味があるので仲間に入れて欲しい、自分はこんな細験の提
ら、こんな課題があったらお役に立てる等、団体・個人を
一緒に考えてくれる伸間を求めていますもまずはご一報く

<お問い合わせ先 >
玉川学巨 。南大谷地区協議会事務局

(玉川学園コミュニティセンター内)

玉サ|1学園 2-19-12 TEL 042-732-9372
代  表 松香光夫 mmat.tamagawa@gmail・∞m
事務局長 前野紀夫 tomaO@i∞ m.hOme,ne.jp




