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舟 田川沿 いの 赤道 (146番 地先 )の 舗装を要請
こやまでんきの先 に舟 田川が水 崎方面 に流れており、川沿 いに赤道 があります。この 赤
道 は、整備済みの 階段 を介 して幹線道路 まで接続されて いるにもかかわ らず、未舗装で
あるために雑草が茂 り、通行 の妨 げになっています。最近、転入 してきた住民 をはじめ、
利用者が安心して通行できるように舗装 していただきたいとの声が 3区 の 区長 からも上
がつていました。地元のくばいひろみ市議会議 員 も積極的に動 いていただき 、8月 中旬
に道路事業部に要請 したところ、9月 2日 に八王子補修 センターから
「まず除草 して、9月
から10月 にかけて舗装 したい 」との連絡がありました。

<敬 老会 >新 規対象者 75歳 と米寿 ともII増 ス ●
町会 は地 域社会 に長年貢献 してきた 高齢者を敬愛し、長寿 を祝 福するために毎年 9月 の敬老 の 日に併せて 敬
老会を開催 し、75歳 と米寿 を迎える方 については記念 品を贈 つています。しかし、敬老会 はコロナ禍 で 中止 す
ることにしました 。また、記念 品贈与 の対象者を調査 してきたところ、75歳 (昭 和 22年 生まれ )は 19名 (前 年 1
7名 )、 88歳 (昭 和 9年 生まれ )は 12名 (前 年 10名 )で いずれも前年 を上回りました。
△

□過去最高の参加者で船田会 館草刈 り清掃
巨大な台風 11号 が沖縄先島諸島の石垣島や宮古 島に追 つていましたが、9月 4日 の
関東地方は薄日のさす穏やかな好天でした。この 日草刈り清掃にあつまつたひとは8
0名 、子供連れも多く過去最高の参加者でした。作業 は8時 半か ら9時 半頃まで ビニー
ル袋 60個 の草、枝木を処理しました。(船 田町会ホームページ掲載 )
口 秋 の全国交通安全運 動 は 9月 21日 (本 )〜 9月 30日 (金 )ま で
秋 の全 国交通安全運動がはじまります。町会 ではこの期間、交通安全部 (部 長 :渡 辺 四郎 )が 延 べ 56人 を 動
員して参加 します。とくに9月 30日 は交通事故死ゼ ロを 目指す日となっています。運動 の重 点 は①子供 と高齢
者をはじめとする歩行者 の安全確保 、② 夕暮れ時と夜間の歩行者事故等 の 防止及び飲酒運転の根絶、③ 自転
車 の 交通 ルール遵守 の徹底です。
ロカラオケシステム機器を2年 ぶ りに更新
町会 のカラオケ機器は30日 間使用するとシステム交換が義務 付 けられ、毎年 3回 は実施 してきました 。しか
し、昨年 はコロナ禍 で1度 も交 換 しませんでした 。今年 はいくつかの 同好会が使用をはじめており、機器 の点検
を含めて9月 2日 から7日 まで更新作業を行 いました 。
鳳船田会館でマイナンバーカー ド申請 船田町会が八王子市でトップ開催
八王子市 はマイナンバーカード普及促進 のために、希望する町会・自治会 の会館に職
員 を出張 して 申請受付 けするとのことから、町会 は希望者 を募 り9月 6日 (火 )、 船 田会
館で実施 しました。この 日、申請希望 してきたのは 24人 で したので 10時 と11時 に分
けて受付 を行 い、12時 までにはすべて終 了しました。八王子 市 には 570の 町会 。自治
会が存在 していますが、船田町会が最初の町会であると聞 いてびつくりしました。マイ
ナンバーカードを担当する八王子市 市民課 と、申請 にかけつけた高齢者からは感謝さ
れました 。(船 田町会ホームページ掲載 )

^

□ 民生委員を募集 。
男女問わず 65歳 まで
八王子市 には現在 453人 の民生児童委員が活動 していますが、12月 の 交代時期には多くの欠員が想定され
ます。船 田町会 関係 でも最 低 1名 の確保が必要 となっています。65歳 まで男女 を問 いません 。詳 しくは八王 子
市公式ホームページを参照して<だ さい。問 い合 わせは町会長 まで。

