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平成31年 度町会活動 への新たな提起 :

納涼祭・ 文化祭 0生 活環境・ 防犯カメラ・ 179E画 造威計画

町会は第 63回 定期総会 を 4月 29日 に開催 しますが、 3月 9日 に開催 した町会役員会 は平成 31年 度
の活動計画等 について議論 を開始 しま した。町会か らは懸案 となつている問題や、新たに活動領域 を拡大
す る取 り組み を数多 く提起 しま した。 4月 6日 の役員会 で活動計画案等 を最終確認する予定 です。特徴的
な取 り組みは次のとお りです。
□納涼祭の売店については高齢化等 によって役員だけの運営 では限界が あ ります。 このため、売店へ の協
力者を募 る取 り組み を本格的 に開始 します。また、太鼓は修理 しま したが舞台床板は傷み がひどく、 こ
れ を張 り替えます。
□町 会 ホーム ペ ー ジの「ギ ャラ リー★ ふねだJの 展示作品をはじめ、書道 、ビーズ 、手芸などを中心 に 、町会
の文 化祭を開催 します。
□町会内は道路が狭 く、 しか も坂道 が 多 いのが 特徴 で、舗装 の 劣化 が進んでい る箇所が 多 く見受 け られ ま
す。来年度は道路の整備 を重視 して 、関係部署 へ の要請 を強化 します。
□防犯 カメラは犯罪 の 抑 止 力となつており、他町会・自治会でも設置するところが 増えています。1台 当たりの 設
置費 は35,000円 ですが維持 管理費(電 気代、電柱使用料 、保守点検等)が 年間 2万 円ぐらいかか るとの ことで
す。町会では会 員の意 向を幅 広く聞きながら、導入するかどうかの検討を開始します。
ロハ タノ木材 の 179区 画の造成計画 は 31年 度中 には工事着 工も想定されており、町会 にとつても重視すべき大
きな課題 です。工事期間中 の騒音・振動 口
安全対策は当然ながら、計画地 には土砂 災害危険 区域が含まれて
おり、とくに問題 の生じないよう取り組みます。
□ 防災倉庫の増設を検討するとともに、船 田会 館裏側 の 倉庫 の配列については 見直しを行 います。また、町会防
災訓練 については幅 広く意見を聞 いて 、効果的で充実した内容となるように努 めます。
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□ お悔やみ を申 し上 げます
1区 高橋 歌子様 惇 年 92歳 )2月
3区 鈴木 和夫様 (享 年 71歳 )2月
7区 中 田美枝子様 (享 年 90歳 )2月
6区 前之園 彗様 (享 年 91歳 )2月

11日
11日
13日
28日

ご逝去
ご逝去
ご逝去
ご逝去 (田 代

「

忍様の同居人 )

□雨の中をテントを張つて子供会の餅 つき大会
3月 3日 、子 ども会の歓送迎会 と餅 つ き大会の 日、予報 では午 後 か ら雨 で したが 、朝 8時 頃 か ら降 り始
めま した 。午前 10時 、船 田会 館 内では例年の よ うに新入 1年 生 と、卒 業す る 6年 生の歓送迎会 が始ま
りま したが 、会館前の広場 では大型テ ン トニ 張 りを設営 し、餅 つ きの準備 とテー プルの設定 な どに大わ
らわで した 。雨 の 日の餅 つ きは この催 し力t始 ま って初めて、子 どもた ちにも特別 な思 い出 の 日にな つた
よ うです。 (ホ ーム ペー ジに写真掲載 )
□親切行為者の推薦 〜どなたかいませんか
八王子市親切会は毎年、事故防止 、環境美化、青少年指導、隣人へ の徳行 、社会福祉 、防犯 、防火 、人
命救助な ど、親切行為者 に対 して表彰 を行 つています。ただ し表彰行為 に ついては職務 上 及 び役職上行
つた行為 については 対象 とな りません。船 田町会 に お いて も過去 2名 力1表 彰 され ま した 。 ご近所で顕著
な親切行為者が いれ ば推薦 しますので 、 4月 末 日までに町会 へ ご連 絡 くだ さい。
:

□廃 棄物対策課が現地視察― 自由が丘北側 山林
住民 との約束 を反故に して廃棄物 を山積 している業者の「 らん あ っぶ』は、 2月 末 にまた トラ ックで廃
棄物 を持 ち込み ま した。町会が廃棄物対策課 に通報 し、 3月 6日 に市担 当者が現地の調査 点検 を行 い直
ちに業者 へ 連絡 した と こ ろ「何 回かに分 けて少 しづつ撤去す るJと の確認 を行 つた との こ とです。町会
は廃棄物対策課 へ 全面的に撤去す るな ど、引 き続 き業者 へ の指導 を強化す るように要請 しま した。
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