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町会 の75歳 以 上はまた増 えて336人 、元気 を出 して活躍 を

!

町会では 長年 にわ た つて地域社会 へ 貢献 して いた だいて い る 75歳 以上の高齢者 を敬 い感謝す るため に
敬老会 を開催 しています 。今年は、新 たに 75歳 を迎 えた方 25名 を含めて 336名 とな り過去最高 とな
りま した 。 町会 では 高齢者対策 と して「船 田友愛会 Jや 「 日だま りの会」 および民生委員の皆 さんの協
力によ り「支え合いネ ッ トワークJに よる一人暮 らしの見守 り活動 をは じめ、さまざまな取 り組みを行 つ
ていますがまだまだ不十分です。とくに高齢者 の皆 さんの地域社会での活躍が期待 されています。町会に
は高齢者 が生きがいを高めるための協力団体や同好会組織があ りますのでぜひ、積極的に参加 して活躍 し
て ください。町会定期総会資料に詳細 を掲載 しています。ぜひ参照 して くだ さい。

自動車保有者は交通安全のために会員募集に協力を
八王子 市内 の 交通事故は依然 と して厳 しい状況に あ り、小学生や高齢者 などの交通弱者の事
故が後 を絶 ちません。 この よ うな状況 にス トップをか けるために高尾 警察署管内 で も約 110
00人 の交通指導員が事故対策の活動 を積極的に推進 しています。これ らσ必要な経費の一
部 は自動車会員の ご協力によって確保 されてお り、今年度 も会員募集 を行 つています。船田
町会では毎年 300世 帯以上が協力 し地域社会へ大 きな貢献を しています。前年度は初めて
300世 帯 を割 り込んで しまい残念な結果で したが、今 年度は昨年実績 を上回るようご協力
をお願 いいた します。会費は 4輪 車 1台 につき 500円 、二輸車 300円 、 9月 15日 以降、
回覧板を回 します。

町会短針
□舟 田川 と船 田会館の草刈 り清掃デ ー・ 軽 トラで 14台 、 70人 が 参加
川の清掃デー の 9月 1日 、町会では舟 田川 と船 国会館 の革刈 り清掃 を実施 し、 これ には協 力団体 を含め
て 70人 が参加 しま した。今年 は舟 田川の下 流 は八王子市が直前 に草刈 りを行 つた関係 で 、小原 さん宅
の上流 を実施対象 と しま した 。今まで手 を付 け られ なか つた大 きな草本 を徹底的 に伐採 した結果、軽 ト
ラで 14台 、ポ リ袋 が 130個 を超 え、清掃車が 2回 にわ た って運搬す るほ どで した。舟 田川 周辺 の住
民か らは 「大変 きれ いに な つて よか つた 。あ りがた い」 と感謝 され ま した。 (ホ ーム ペー ジ掲載 )
日長房児童館東側空き地 へ 長房南保育目の移転 工事が始 まる
″
都営南団地 に ある長房南保育園が児童館東側空 き地 に移転す る こ とにな り、 8月 中旬 か ら工事 が始 ま り
ま した 。新保育目 は鉄骨 2階 建 て 、生徒 の 定員は 80名 、発注者は社会福祉法人花窓堂 (由 本保育目 )、
工事期間 は 20年 2月 末までで 4月 開園 とな ります。工 事期闘中の 工 事車両は東側 (長 房小学校北側 )か
ら出入 りす る ことに な つて お り、小学生 を含めた歩行者 の安全対策に万全 を期す よ う要請 しま した 。

□防犯部がみずほ銀行 A tt Mコ ーナーで特殊詐欺防止を呼びかけ
嵩尾防犯協会 Iま 年金支給 日等において、特殊詐欺対策統 一行動を実施 していますが、
8月 15日 のこの行動 に町会防犯部か ら5人 が参加 しま した。当 日は横な ぐりの雨が
降るあいに くの天候で したが ATMコ ーナー前 に立 ち、来訪者ひとリー人に振 り込め
詐欺防止の声をかけ、テイッシュペーパー を配 りま した。 (ホ ームページ掲載)
□特殊詐欺の一種「架空訴訟通知 」のはがきに注意 して
最近、民事訴訟管理セ ンター と名乗 るところか ら「総合消費料金未納分訴訟最終通知書 Jと 題 したはがき
が 多 くの家庭 へ送 られてきています。形 を変えた特殊詐欺で間違 いあ りま廿ん。記載 され ている電話番号
に電話 をか けると相手の思 うつ ぼとな ります。絶対に電話 を しないで無視 して くだ さい。
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町会内の朧 tTり }は 危険です。子供の自転車
には、とくに注意 してください。

