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会長

熊谷 里佳

設立 3年 目を迎えた多摩川地区協議会は、
今年度 は夏奈 りの出店から活動を開始 しました。各団体 の地域への思いのこもっ
たお祭 りは大盛況で した。この皆さんの笑顔 と活気が、いつまでも続 くよう、ひきつづきご支援をいただ きなが ら地域の人々
の繋が りを深める活動を話 し合 い模索していきたい と考えてお ります。大規模な震災・災害の危機が、人 むとではな い昨今、
人々の繋が りでかなう減災も少なくないはずです。皆 さまの 「地区協」の活動へ のむ参加 をお待ちしてお ります。一緒に安
心のまちづ くりを考えていきましょう。
残暑 はまだまだ続きそうです。多摩川小学校地域 の皆様、 くれ ぐれもお体 ご自愛 ください。
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9月 5日 定例運営委員会
9月 29日 地域見守 り訓練
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(変 更することがあります)

地区協主催 の防災イベ ン ト

1月 10日

定例運営委員会

5日

定例運営委員会

3月

多摩川親交 自治会納涼祭 に出店

調布市総合防災訓練
(防 災 フェス)

布田・ 富士見台地区との合同パ トロール

令和元年度

役員

＼線覇蝿剛麟確爛議入しま した/さ まざまな活動で活用していきます。

会長
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里佳

7月 13日 多摩小盆踊り大会と7月 27日・28日 に親交自治会納涼会に参加 しました。
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ハ ザ ー ドマ ツ プ の 確 認 を

― 台風や豪雨への備えは却 映 ですか ?

大雨などで洪水の危険があ り、避難勧告が発令されたとき、
多摩川小学校や、第五中学校は避難所にはな りません

￨

まず、どこに避難すべ きか、調布市の洪水ハザー ドマップな
どを確認 し、 ご家族で避難場所や避難方法を 日頃から話 し
合っておきま しょう

￨

調布市洪水ハザー ドマップ QRコ ー ド

多摩 川今昔 七のが た りその2
山瀬洋
多摩川は鎌倉時代 の文献 に既に登場するなど、鮎 の
名産地 として知 られていました。江戸時代 には 「御
菜鮎」 として将軍家にも献上 され、浮世絵 にも鮎漁
の様子が描かれました。大正時代 に京正電車が開通

当副会長で、みたかラグ ビー クラブ (現 みたか 」PD初 代
監督、現在は東京経済大学アメフ ト部総監督をされている
名取氏 よ り、ラグ ビーワール ドカ ップの楽 しみ方を教えて
もらいました
!

ラグビー W杯 の楽しみ方

すると調布 の多摩川沿いには、数多 くの料亭が開業、

名取 副‖
いよいよ 9月 20日 に世界が注 目して いる 「ラグ ビー W

昭和初期 までは何 と鵜飼漁 も行われていた そ うで
す。 しか しその後、上流 の小河内ダムの建 設で水位

杯」が調布でキ ックォフします。
人によって様々ですが、 ここでは 「私な りの W杯 の楽

が低下、砂利採取 による川底 の破壊、高度成長期 の
工業排水、家庭排水 の流入による水質 の悪化が進み、

しみ方」 を紹介 します。

鮎 はほとんど姿を消す ことにな ります。 しか しその
後

1970年 後半か ら、東京都が下水道事業を管轄

① まず、 日本以外にも応援する国を決めてにわかサポー

し、下水処理場な どを整備、漁協や地域住民の熱心

ター にな りましょう :私 は三連覇を狙 うニ ュージーラン ド

な取 り組 みの甲斐あ り、平成 25年 には鮎 の遡上は

のファンです。 日本 の リーチマイケル主将もニ ュージーラ

1194万 匹にまで回復する ことになるのです。一

ン ド生 まれです。試合前の「ハカ」 (戦 いの叫び)は 見も

度は死 の川 とな った多摩川。奇跡の回復 を遂げたこ

のです。

の川を いつ までも美 しく保 ちたいものです。

②注目の選手をあえて 1人 挙げると日本代表の福岡堅樹選
手です。 ラグ ビー選手 としてはとて も小柄 ですが、50mを

5.8秒 で走る俊足 の持ち主です。大男 の間を疾風のごとく
走 り回る様は見ている者を魅 了します。
多摩川地区協議会区域 の協力団体紹介

No.1

多摩川親交 自治会
多摩川親交自治会昌
」
会長 今井 茂 一
多摩川親交 自治会では、「会員相互の親睦 と福祉
の増進」「自治生活の向上」「地域の発展 と振興」を

③ パ ブ リックビューイングで観戦。 ラグ ビーは試合会場で
の観戦が一番ですが、チヶ ッ トを取れなか った方 にはパ ブ
リック ビューイングでわいわぃがゃがゃ皆 さんでの観戦を
お勧め します。 調布市では調布駅前広場やグ リー ンホール
等 での実施を予定 しています。

図ることを、 目的とし 70年 以上活動を行 ってきま

また駅前広場 には Fフ ァンゾーンJが 設 けられ、観戦だ
「ス テージイベ ン ト」や「ラグ ビー
けでな く「出場国の料理」

した。

体験 コーナー」等、楽 しみが盛 りだ くさん用意 されてい ま

今年も地域振興 の一環 として、 7月 末 に京王閣様
の協力 の元、京王閣内で納涼祭が盛大 に行われ まし
た。秋

(10/13,14)に

は、八 幡神 社祭礼 で 町 内

す

￨(市 の HPか らスケジュールを確認 して くださぃ)

是非、あなたの楽 しみ方を探 して、「一生に一度 の体験」
と想 い出 づ くりを して くだ さい

￨

を山車 と子供神輿の巡行 も行 う予定です。 また、会
員相互の親睦を図るため、日帰 リバス旅行を企画 (今
年 は秋 の予定)し た り、敬 老 の 日の 記念品配布や、
小学校 児童へ のプレゼン トなどの年間事業 を、行 っ
ています。
多摩川地区協議会様 とは、防災訓1練 等 で御協力頂
いてい ます。
地域振興の面 でも、 よ リー層 の御協力を頂 き、 自治
会会員また多摩川地区住民 のみな さまと共に、 よ り
安心・安全なまちに していきたい と、思 っています。

多摩 川地 区協 議 会 は運 営委 員 募 集 中で す。
地域活動を通 じて仲間を増や し、安心 して暮 らせるご近所 づ くり
申 し込み 。お問 い合わせは、

tamagawa.chikukyo@gmail.com

