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防犯パトロール

毎月第 3 土曜日（雨天の場合翌日曜日）

敬老の集い

9 月 14 日(土)

14：00～16：00

栄公会堂

ふれあい秋祭り

9 月 15 日(日) 雨天の場合、翌日 16 日(月・祝)

1１：00～1６：30

小菅ヶ谷 4 丁目第 2 公園

地域防災拠点訓練

9 月２9 日(土)

10：00～12：00

本郷台小学校防災拠点

小菅ヶ谷ﾚｸﾚｰｼｮﾝ

10 月 12 日(土) 雨天の場合、翌日 13 日(日)

9：30～15：00

小菅ヶ谷スポーツ広場

いろりサロン

10 月 14 日(月・祝) (シニア対象・バーベキュー)
11 月 10 日(日)
(野菜収穫体験・バーベキュー)

秋の一斉清掃

10 月 20 日(日) 雨天の場合、10 月 27 日(日)

町内会防災訓練

1１月 23 日(土)

秋祭り、皆さまのお越しをお待ちしてます！
毎年恒例の町内会の最大行事、
“ふれあい秋祭り”を 9
月 15 日(日)に 4 丁目第 2 公園で 11 時から開催します。
恒例の福引やおなじみの模擬店に加え、初登場のチアリ
ーディングや沖縄エイサーといったアトラクションを用
意しております。皆様のお越しをお待ちしております！
(秋祭り実行委員会)

17：00～

場

4 丁目公園～町内全域

12：00～14：00
10：30～13：30
9：00～11：00
10：00～12：00

自然塾 いろり
町内全域
小菅ヶ谷 4 丁目公園

お巡りさんと防犯パトロール
7 月 20 日、恒例の栄警察署(本郷台駅前交番)と合同での防
犯パトロールを実施しました。当日は 2 名の警察官に来ていた
だき、町内をパトロールしました。
警察官からは、特に振り込め詐欺について、もし不審な電話
がかかってきたらすぐに警察(110 番)に相談してくださいと
の説明がありました。皆様の自主防犯活動によって、安全・安
心して暮らせる地域社会を実現しましょう。
☆11 月にも栄警察署との合同パトロールを予定しています。
(防犯部)

毎年恒例の「小学生一泊体験」ですが、今年は台風の影
響で当初の予定を延期し、8 月 26 日から小学校が始まる状
況の中、8 月 24 日(土)に 17 名の子供たちの参加で、
「日帰
り体験」として開催いたしました。
今年の目玉企画は、大人が 5 人乗れる本格的なゴムボー
トを使っての「いたち川でのボート遊び！」普段は下りら
れない いたち川にボートで浮かび、オールを使って漕ぎ

出し、
「強力水てっぽう」で遊んで大興奮。いろりに帰って
きた子供たちが「楽しかった～！」とステキな笑顔を見せ
てくれました。他にもプール遊び・スイカ割り・ゲーム大
会・かき氷やわた菓子作り等、子供たちの楽しそうな声が
溢れていました。
来年は「一泊体験」に戻し、更に企画を充実させ実施し
ますので、皆様の参加をお待ちしています。
(小学生一泊体験実行委員長 井上 章吾)

敬老のお菓子をお届けします
町内会では、70 歳以上の会員の皆様に敬老のお祝いの
お菓子を謹呈します。秋の一斉清掃後に順次お届けします
ので、よろしくご賞味ください
(福祉部)

皆様のご協力に感謝
今年も募金へのご協力をいただきありがとうございま
した。その結果、日本赤十字は 226,400 円、小菅ヶ谷社
会福祉協議会賛助金は 150,600 円が集まりました。
ご協力に心から感謝申し上げます。
(厚生部)

地区社協「敬老の集い」お楽しみ下さい
今年は、鎌倉女子大沖縄舞踏愛好会の沖縄エイサー、本
郷台小学校特別音楽クラブによる合唱、西本郷中学校吹奏
楽部の演奏が予定されています。楽しい催しが目白押しで
すので、皆様のご参加をお待ちしております。 (福祉部)
対象の方：どなたでも参加できます。70 歳以上の方に
は記念品をお渡しします。
主 催：小菅ヶ谷地区社会福祉協議会
日 時：9 月 14 日(土)午後 2 時～
場 所：栄公会堂
お申し込み：70 歳以上の方は町内会役員へ

編集後記
西谷戸の住人となって 17 年目となります。緑が多く、舞
岡公園にも近いせいか、朝晩にはうぐいすをはじめ多くの野
鳥のさえずりが聞こえ、自然環境に恵まれたところが気に入
っています。
桂町戸塚遠藤線の街路樹のイチョウは、住み始めたころに
比べるとその幹も太くなり、秋にはきれいに葉が色づくとと
もにたくさんの実をつけます。
2 年前の秋に、歩道に落ちていたその銀杏を数個ばかり家
に持ち帰りベランダの植木鉢に埋めてみました。その中から
今春になって一つ発芽し、今では「イチョウ型」の葉が何枚
もつくまでに育ってきたので多少うれしく感じます。
盆栽の趣味も知識も持ち合わせませんが、樹齢 1 年、令和
生まれのイチョウの成長を楽しんでいくのと同じように、こ
の自然に恵まれた西谷戸の環境も大切に将来へつないでいく
ことができればと思っています。
（編集委員 高野 三津男）

ちょっと右！

<参加者の感想です>
 いたち川であそぶのもボートにのるのも
はじめてで、たのしかったです。らい年は
カレーをつくりたいです。 (2 年 女子)
 ボートでがんばって川を一周することがで
きました。水てっぽうをうつのも楽しかっ
た。でもやっぱり一泊したかったです。来
年は最後なのでめいっぱい楽しみます。
(5 年 男子)
 自分たちの手でボートをこいで進むことが
とても楽しかったです。水面をすべるよう
に進んだときには達成感もありました。ま
たやりたいです。
お願い：中学生もいろりに来れるようにし
てほしいです。
(6 年 女子)

流しそうめん美味しい！

総勢 17 名の元気者たち

8 月 17 日・18 日、避暑地で名高い上高地へ小型バスをチ
ャーターし、16 名の参加で一泊ハイキングに行ってきまし
た。盛夏の上高地は深緑に囲まれ、驚くほど透明度の高い
梓川とそびえ立つ穂高連峰はまさに絶景です。白い川石、
木々の緑、灰色の山肌、高い青空の対比はまるで風景画の
中にいるようです。大正池から梓川の水没林を横目に上流
に歩いていきます。途中帝国ホテルに寄り、河童橋、岳沢
湿原の木道を歩いて明神池まで行き U ターン。河童橋まで

林の中の緩やかな下り道を歩き、約 12 ㎞の行程でした。
夜は雄大なアルプスを望む「中の湯温泉」に宿泊し、かけ流
しの露天風呂で疲れを取りました。さすが高原は湿度が低
く、朝は肌寒いくらいでした。しかも蝉の声は聞こえず、赤
とんぼが舞っていました。翌日は山を下りて安曇野の日本一
の大王わさび農場でわさび体験、お昼は蕎麦の名店で食事
し、19 時には西谷戸に帰着。マイカーでは直接入れない上高
地、堪能してきました。さて、来年は何処に行きましょうか。
(一泊ハイキング実行委員長 中川 繁)

6 月 23 日(日)、参加者・スタッフ併せて約 50 名の
皆様に参加いただき、NPO 法人絆と共催でいろりサロ
ンを開催しました。今回は、旬の野菜として玉ねぎ・
ジャガイモ・きゅうりの収穫とプラム狩りに子供たち
がチャレンジして汗を流しました。特にジャガイモ収
穫では、シャベルで根元を掘り上げると出てくる出て

くる大中小のジャガイモ！子供たちも大興奮でした。
いろりに戻ってからはサザエにホタテの海産セット
に、フランク、ポ―ク焼き、焼きソバを堪能。皆さん
大満足でした。
参加いただいた皆様、次回も是非ご参加ください。
(いろりサロン実行委員長 三橋 健介)
避難所(体育館)での一人当たりの広さ

花にとまる蝶
<参加者の感想です>
 近所で貴重な収穫体験ができて親子共々楽しく過ごすことができました。
最初は虫～!!と騒いでいた娘も夢中でジャガイモ掘りをしていました。
水の備蓄
四季に合わせた体験が今後もあれば是非参加したいです。
備蓄庫の中
 子どもがいると、なかなか海鮮バーベキューができないので、
とても貴重
な体験をありがとうございました。もちろんどれも美味しかったです。
 土と遊べて良い体験できました。今度は子供たちにもバーベキューや片付
けのお手伝いさせてください。
 こんなに近くに農園があるとは知りませんでした！是非今後も機会を作
っていただけたら参加したいです。

<ゲスト参加者からのメッセージ>
8 月のある日、三橋会長から「小型バスをチャーターしての町
内会の上高地への一泊旅行、2 名欠員ができた、行きませんか」
とのお誘い。上高地と言えば私の憧れの場所、即「行きます！」
と答え夫を誘いました。
いろりの前に早朝 6 時集合、皆さんが和やかに迎えてくださ
り、大正池に 11 時前に到着。そこから左手に穂高連峰を眺め、
透明な水底の美しい石に見とれ、小さな池？の魚に驚き、右左
に美しく可憐な「ツリガネニンジン」
「シャジン」
「アザミ」な
どなど・・に声を上げ、歩いた、歩いた。84 歳と 81 歳の夫婦
を気遣い、
「大丈夫ですか？」と励ましてもらいながら明神池に
到着、帰路は往路より歩きやすくバスが待つ河童橋に到着。携
帯電話の万歩計を覗くとなんと「２７,７８６歩」。メンバーの
お一人に「スゴイ！やりましたね」と褒めていただきました。
チャレンジはするものですね。楽しいお仲間に助けられ一生
の思い出がつくれたことに感謝申し上げます。
栄区社会福祉協議会 会長 日浦 美智江

給水訓練の様子

大震災発生時、マンションは「いっとき避難場所」
本年もマンション理事会役員と町内会役員との懇談会を 6 月 23 日（土）14 時から「いろり」で 25 名が参加し
開催しました。まず齋藤事務長から本年度の町内会活動計画について説明し、その後「防災」について本年度町内
会の防災活動について田中防災部長から説明いたしました。
その後、各マンション理事長さんから防災について現在までの取組と今後の計画について、①マンションとして
栄警察署と合同パトロール（7 月 18 日）
の飲料・食料の備蓄状況、②住民のトイレ・汚物処理の対応、③防災訓練計画、④災害時に支援を要する人への対
応、⑤その他、の 5 つのテーマについてご説明をいただきました。
その中で、ハイセレサマンションでは、以前から懇談会で話題となっていた「受水槽の水を災害時に利用できる
よう蛇口を付ける」工事の計画が進んでいるとの情報をいただきました。
懇談会の様子
マンションは日常時、災害時に関わらずセキュリティがしっかりして
おり、万一の災害時はマンション住民がお互いに協力し合っていくこと
が大切です。町内会では各マンションが災害時の「いっとき避難場所」
と考えており、着実にその方向にご努力いただいていることに感謝を申
し上げます。
今後とも、町内会と各マンションとの意志の疎通をはかり、防災対策
マンション理事会役員との懇談会の様子
を進めていきたいと考えております。
（防災部）

