
                      

   
      

                                                                                                

                                                
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

広告掲載ご希望

の方は、地区社協

事務所へ問い合

わせください。 
 
・１枠 

 5cm X 8cm 
(モノクロ） 

・広告料：１枠  

3,000 円 
・印刷部数 

6,000 部 

（隔月、年 6 回） 

 

⽟川学園地区 
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2023 年 1-2 ⽉号 

 

社会福祉協議会ニュース 
 

誰でもいつでも、助けてと言える街 誰でもいつでも、気軽に手を差し伸べられる街 

 
 

 

『わが街を知ろう、学ぼう』 

連載第３回（全 3 回） 

 

 

明けましておめでとうございます。皆さまにとって健やかな年になりますよう願っています。 
新しい事業も含めて、活動を通して地域の諸団体との連携・協力の大切さを痛感し、併せて街の皆さまのご理
解・ご支援に深く感謝しています。街の多世代の方々が楽しくそして安心してお過ごしいただけるよう、より
一層努力して活動に取り組みます。 
「支え合いの街づくり」のためにも、皆様のご支援・ご協力を重ねてお願いいたします。 

 

新 年 の ご 挨 拶 

玉川学園地区社会福祉協議会 𠝏持 勝 

 
～ 「玉ちゃんの仕事って、どんなこと？」の巻 ～ 

明けましておめでとうございます。日本では数えで歳をとるという考え方があります。お正月になると各
家で歳神さまをお迎えし、みんなそろってお年玉（健康な魂）を頂いてひとつ歳をとるのです。 
 さて、貴方は今年でお幾つになられましたか？健康で楽しく元気に暮らしていますか？こう問う私も歳を重ねるにつれ、

昔できていたことが、いつの間にかできなくなっていることに気づき始めた昨年でした。今回の新年号はそんな貴方の助
っ人・玉ちゃんサービスの紹介で新年の幕を開けたいと思います。お困りのことができたらお手伝いします！ 

 

 
ボランテｲア活動なので、あるていどの範囲内で…

お互いに

支え合う気持を

玉ちゃんサービスは支えます

近くの住民が

お互いさまに～ちょっとした

困りごと

「玉ちゃんサービス」

基本の ” き ” 

 

【高いところ】 
・汚れた窓の拭き掃除 
・高い電灯傘の掃除・球替 
・桟の上、棚の上段拭き掃除 
 

【重いもの】 
・ちょっとした家具の移動 
・本や荷物の整理・整頓 
・不要な庭の植木鉢の整理 

【かがんでする作業】 
・台所の床の拭き掃除  
・キッチン下の汚れ落とし 
・草抜き 

（ボウボウになる前に） 

下記までご相談ください！ 
電話 : 080-2149-1757   
メールでもどうぞ：
tama5342@ymobile.ne.jp 

 

玉川学園地域では、高齢者のひとり暮らしが増えている
一方で、地域の「つながり」が希薄化し、孤立・孤独化する
方が増えています。玉川学園地区社会福祉協議会では、地
域のみんなが参画した「積極的な見守り」を地域の「住民同
士のつながり」を活用し、スマホの LINE アプリを使った
LINEグループでの見守り、またグループ参加者全員の安否
確認を定期的に配信する有料のエンリッチシステムを活用
し、「積極的な見守り」を地域に根付かせ孤立・孤独化を解
消することを目標としています。現在、独居高齢者（本人）
と親族・地元の人が参加、４つの事例があります。 

この取り組みに関心のある方、この見守りを利用したい
方は、ぜひ地区社協事務所見守りチームにご連絡ください。 

 

玉川学園地区で発掘調査が行われた遺跡に、駅の鶴
川寄り踏切の脇、線路を挟んで池と向き合う丘の上の
清水台遺跡があります。トンネルに向かう線路敷は元
々谷筋で、水が湧き、生活に適した立地であったので
しょう。玉川学園考古学研究会の学生・生徒が、1970
年の夏休みに 160㎡を発掘調査し、その概要は、『町
田市史』などに掲載されています。直径 4～5m程の
円形をした縄文時代中期の竪穴住居址が、重なりあっ
て 7軒発見されました。出土品の一部は、玉川大学教
育博物館で展示しています。 
７軒のうち 1 軒の住居址から出土した縄文時代中期
初頭の土器片は、あまり類例のない特徴的なもので、
後に「清水台式」と呼ぶことが提唱されました。考古
学では、各段階の土器の型式名は、最初に発見・報告
された遺跡名で呼ぶことが多いのです。結果的に清水
台式という名は、あまり普及しませんでしたが、清水 

 

*写真 清水台遺跡 

の調査区全景 

 

「LINE での見守り」始めました！ 

 

台遺跡は、学史的にも意義の 
ある存在といえるでしょう。 
 
玉川大学教育博物館 菅野和郎 

 

< 広 告 欄 > 

 

 

 
 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

＜活動報告・お知らせ＞ 

＜街かど・なんでも相談室＞ 

＞  
 

 

                               第２日曜日 
① コミュニティセンター・テラス 

1/8、2/12、3/12 
 

第３月曜日 
②商店会 TEtoTE 

1/16、2/20、3/20  

第４火曜日 
➂美容室フェリス 車椅子可 

1/24、2/28、3/28 

＜わが街・くらしのアンケートからの活動＞ 

 

 

 

 

 

 

 

町田（小野路、野津田）産野菜販売・交流 

 

 

（7-6-2 星野様宅ガレージ）

 

ニット工房 

販売日：毎週火・木 10 時〜 

 

 

 

活動場所：地区社協交流室(7-7-21) 
活動日：第３木曜日 13:00〜 

 

みどりの丘クラブ 

 

【コミュニティ活動/ 緑の減少をみんなで回復】 

 

 

玉ちゃん図書室 
場所：地区社協交流室(7-7-21) 
開室日：水曜、土曜 10:00〜16:00 

 

今年もよろしくお願いします。 
協力団体の方々と連携・協力し、傾聴・守秘義務を大切にして取り組みます。 

多世代の方々とお会いして、お話をお聴きしやり取り出来る場をとても大切な
ものとして嬉しく受け止めています。これからも気軽にそして安心してお立ち
寄り下さい。カウンセラーと２名体制でお待ちしています。 

 
 

 
 

タイトル通りうきうきするイベントをお届けするシニア
クラブです。下記のようなイベントを開催しています。 

１）例会 毎月第一金曜日１３；３０より開始。誕生月会員に記
念品贈呈し、バースデイソングで祝います。会の最後に、介
護予防体操と開催月の歌を皆で数曲合唱し締めくくります。 

２）同好会（毎月１回） 書道の会、お茶の会、麻雀講習会  
現在コロナで休止中のもの、カラオケの会、吹き矢の会 

３）その他月１回下記イベントを企画し実施しています。 バス
旅行、ウオーキング、映画鑑賞、博物館／美術館見学、食文
化研究会等々。その他三月に１回社会奉仕活動として駅前清
掃を行います。 
満５５才以上で上記活動に興味を持たれた方は下記にお電
話下さい。  

               

 

◎定期連絡会 11/30（木）地区社協交流室（９時〜１０時） 
 

イベント参加報告：10/17秋の子どもまつり（初めて参加）
11/3 地区社協バザー11/19 ころころ児童館小春祭 苗
80ポット販売 売り上げ￥4890 

・手元で大事に育てる楽しみを味わってください。来年には「こ
んなに育ったよ」「失敗した」など報告（展示会）などもした
いと思っています。「みどりを育てる」ゆるやかなネットワ
ークが育つ事を願っています。 

・乗馬クラブで肥料となる馬糞をいただけることになりまし
た。「馬糞チーム」結成 

・手作りジャム試食（ブラックベリージャム、カリンジャム）
しました。「ジャムチーム」結成 
次回 1/31（火）3/31（金）に今後の方針を話し合いたい
と思います。関心のある方へ、ご一緒にみどりの醸成活動を
拡げましょう。    連絡先 080-1271-5658（井上） 

 

ニット工房も活動をはじめ 7年以上になります。
皆様のご協力のおかげで現在まで継続することができ
ました。ありがとうございました。 

11 月３日ポケットパーク，５、６日はセンターま
つり、19日は子ども広場、12月４日は二丁目主催
の落ち葉と焼き芋の交換会に出店参加させて頂きまし
た。売り上げは地域の福祉活動に役立てています。 

今後も活動を続けていきたいと思いますが、最近、
毛糸が不足しています。ご不要になった毛糸がありま
したら、社協事務所までご寄付頂けると助かります。 
  

 

初売り 1/10（火）❣ 冬野菜が美味しくなってい
ます。特に根菜類は秋までに滋養分をしっかり蓄え
ています。霜が降りる頃から甘みと水分が増して一
段とおいしくなります。（例）大根（青首、聖護院、
紅芯、紅くるり）葱、蕪（あやめ・赤）、山芋（京芋、
紫芋）葉もの（からし菜、ターサイ、味美菜、ホーレ
ン草、小松菜、春菊）原木栽培の椎茸、白菜、カリフ
ラワー、ブロッコリー、新種白菜（タイニーシュシュ）
も入荷。ご近所さんからカリン、花柚子、富有柿など。 

12/10、11 日久々のミニバザーを開催。売上
￥1830 日頃の皆さまへの感謝を込めてクリスマ
ス、正月用の品々を揃えました。バッグ、手提げなど
は好評でした。残品食器は 12/14 リサイクルの日
に搬入しました。 
◎4 月〜11 月で 169 品目 収益￥68,665 とな
り、目標の８５％達成。地域の福祉活動に活かされます。 

 
募 集：野菜搬入ドライバー、火曜日（月に 2回） 

（小野路町の生産者嶋野さんより搬入） 
 

 
 
玉川学園地区社協では「玉ちゃんサービス」をは
じめ様々な活動の協力者を募集しています。 

ちょっとしたお手伝いで良いのです。あなたにで
きる活動から始めてみませんか？ 
問い合わせ先：地区社協事務所（810−2062） 

 

地区社協活動協力者募集！！ 
 

会長  三浦 光利 tel 729-1068 
副会長 岡田 栄子 tel 728-0227  
 

今後の日程 （時間：13:30〜15:30 / 無料） 

登録団体紹介 

 

 

 

 楽しいクリスマス会を開催しました❣ 
申込多数有難うございました。すぐに〆切
となってしまい、参加できなかった皆様、
ごめんなさい。来年お待ちしております。 
  
 

当日は、クリスマスに因んだ紙芝居か
ら始まり、ビンゴゲーム、本やクリスマス
に関するクイズ、ポップアートづくり、プ
レゼントも色々用意し、子供たちも喜ん
で大いに盛り上がりました。クイズの一
番の難問は、「X’mas のサンタのそりのト
ナカイは、雄か雌か？」でした。あなたは
ご存知ですか？子供たちは家に帰ってか
らも自分たちでクイズを出し合ったりし 

て、とても楽しんでいたという 
感想もいただきました。 

まちづくりの会・第 3高齢者支援センター・町内会
と協力して進める<地域の顔の見える関係を広げよ
う>を目的としたプロジェクトです。ご自宅の庭・ガ
レージ等でご近所の方と気軽に開催して楽しまれ
ては如何ですか。事務所には新しい案内チラシがあ
りますのでお声掛けください。 

ご近所さん会 *お庭カフェ* 【コミュニティ活動】 

 

♪うきうきクラブ♪ 

 


