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一 人用簡易 トイ レ(段 ボ ール組み立 て方式 )の 韓旗
9月

30日 に来襲 した台風 24号 は八王子市 で最大瞬間風速 45.6メ ー トルを記録 し、琴 平 山王 神社の

納涼祭用倉庫の屋根が飛 ばされたのを始め 、多 くの被害をもた ら しま した。 また、船 田小 学校 か ら城 山手地
区では倒本 によつて翌 日 18時 まで停 電 が発生 しま した。猛暑、大型台風の襲来、震 度 7の 北海道地震 な ど
日本列島 は相次 ぐ災害 によつて大 きな被害を被 つてい ます。 こう した中で船 田町会防災部 は、一人用 簡易 ト
イ レを斡旋する ことに しま した。別途回 覧板 を回 しますが、ぜ ひ、災害 に備 えて活用 して ください。

スーバ …アルプスが進出〜長房地Eま ちづくリプ ロジェクト
長房小学校西側 の都 営跡地を利用 した長房地 区まちづ くリプロジェク トの事業予定者 にスーバーアルプス
を代 表企業 とす るグル ープが決定 しま した。「商業施設 Jに ついて はアルプスの ほか にホ ームセ ンタ ー 、 ド
ラ ッグス トアー な ど 2棟 か ら成 る施設 、そのほか に 『医療・ 福祉施設 J「 交流 スペース J「 緑 とオ ープンスペ
ースJが 予定 されています 。平成 31年 度 か ら工事着手、オープ ンは平成 33年 度春 とな ります。町会 は 町
自連横 山北地区 と連携 し、情 報把握 につ とめ、必要 によつて東京都や八王子市 と折衝 してい く考 えです 。

□お悔 やみを申 し上 げます
8区 大泉 孝子様 (享 年 79歳 )9月 22日 ご逝去
6区 生浦 タカ子様 (享 年 79歳 )9月 29日 こ逝去
7区 佐野 智美様 (享 年 86歳 )10月 03日 ご逝去
□米寿 は 13人 、新規 75歳 は 34人 、敬老会 へ 過去最高 の参加者
町会 は 9月 15日 (土 )、 船 田会館 で恒例 の敬老会 を開催 しま した。 75歳 以上の今年の対象者 は 323名
この うち 71名 が敬老会 へ 参加 しま した。参加者の最高年齢者 は高橋智恵子 さん (5区 )で 96歳 、記念品
を贈 りま した。第一部 は八王子ギターアンサ ンブルの演奏 と全 員合唱、如月 ―座 による踊 りな どの余興、
第 二 部 では昼食 、 ビンゴゲーム 、カラオケな どを楽 しみま した。なお、今年 75歳 を迎 えた方 は 34名 、
米寿 (88歳 )は 13人 で、それぞれ記念品を贈 りま した。
□ 日帰 り旅行バス 2台 、 83名 が 参加、 三渓園、横浜 中華街、横浜港 ク レージングを楽 しむ
当初、バス 2台 、 93名 の参加 で 9月 30日 に予定 していた 日帰 り旅行 は、台風 24号 で急速 10月 8日
に変 更 して実施 しま した。連 体 と重な つた 関係 で 23名 もσキ ャンセルが あ りま したが、最終的 には 83
名が参加 しま した。三渓園、横浜 中華街 での食事 と散策、横浜港のク レージングな ど、かな り八― ドな行
程 で したが一人の脱落 者 もな く、楽 しく元気 に無 事終 了することがで きま した。
□船 田町会が八王子市 防犯活動優良団体賞を授与
全国地域安全運動期 間の一環 と して 10月 11日 、八王子 いち ょうホ ールで八王子市防犯の集 いが 開催 さ
れ ま した。 この 席 で平成 30年 度 の 防犯活動優良団体の表彰式が行われ、船 田町会 を含めて 5団 体が石森
市長か ら表 彰 され感 謝状 が贈呈 され ま した。船 田町会の受 賞 は防犯部 (高 部 勇部長 )が 中心 とな つて実施
している毎月第 2土 曜 日の 防犯 パ トロー ルや年末警戒、公園 清掃な どの活 動 が高 く評価 されたものです 。
町会内の道路環境整 備 が大 き く前進 ! 草刈 り&下 り坂の傾斜改修工事
旧都営北団地周辺のはちバス通 りか ら長房郵便局 まで、八ナミズキ並 本 の 下植 えのつげを 中心 に草 がぼ う
ぼ うと生 い茂 り、車道や歩道 まではみ出 し住民か ら苦情が出ていま した。町会 は東京都西部住宅建設事務
所 へ 要請 した ところ、 10月 4日 か ら 5日 にか けて除草 し、見違 えるほどきれいにな りま した。
また、バス通 りか らさ くら台方 面 の都 営東 団地脇 の信号機先 の下 り坂 は左 側 に窪地があ つて、車が少 し傾
斜するな ど 「怖 いJ「 危険だ」な どの 声が あ り市道路交通部 へ 要請 して きま した。その結果 、 10月 12
日にアサ ファル トで舗装するな ど改修 工 事を行 い、傾斜 がほとん どな くな つて安心道路 へ と変質 しま した。

