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会長 添田 光威

今年度も会長をさせていただきます添田

です。地域の皆さんのこ理解とこ協力のも

と、◇年度も昨年度同様の事業を展開して

いく予定です。事業はどなたでも参力□でき

ますので、お手伝いいただけるとありがた

いです。本年度もよろしくお願いします。
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1/13

1/15

1/19

2/3

2/5

2/5

2/5

2/10

2/18

2/19

2/19

2/22

八雲台小学芸会

花壇清掃

八雲台小学校周辺清掃

調布市地区協勉強会

健康ウォーキング教室

地区協そば打ち会

八雲台小花壇検討会

花壇清掃

コミュニティ推進連絡会

花壇清掃

地区協役員会

地区協連絡会

花壇清掃

健康ウォーキング教室

まち歩き

学校評議員会

八雲台小学校公開日

花壇清掃

調布ヶ丘わくわく広場

防災講習会・健康講座チラ

シ(自 治会回覧用)E日 刷

2/22 自治会長あてチラシ送付

開始

2/23 八雲台小花壇用タネまき

3/2 多摩川小学校地区協議会

設立総会

3/5 花壇清掃

3/5 健康ウォーキング教室

3/5 まち歩き

3/14 役員会

3/17 防犯講習会・健康講座

運営委員会

花壇清掃

まち活フェスタ

八雲台小学校卒業式

花壇清掃

さくらまつり

八雲台小学校入学式

八雲台小地区協会言1監査

花壇清掃

地区協役員会

八雲台小防災講習会

地区協主催防災訓練

地区協連絡会

5/11 総会資料作成

5/12 地区協総会

5/27 八雲小運動会

6/1  花壇の花lbLえ (宿根草)

6/2 花壇の花植え (花苗 )

6/4 花壇清掃、水違り

6/4 健康ウォーキング教室

6/4  まち歩き(神代植物公園)

6/9 地区協役員会

3/19

3/20

3/24

4/2

4/2

4/6

4/12

4/16

4/20

4/22

4/22

5/8

防災訓練 (起震車)

防災訓練 (車椅子体験)



やぐもちくきようNttWSトビックス
八雲台小学校地区協議会では「防人・防犯」「ふれあい」「環境・美化」の

3つの活動事業をもとに取組をしています

災訓練
4月 22日 (土 )防災訓練を行いました。起震車による

地震体験や消火訓練など大勢の方が参力□されました。

日頃から家族で防災について話し合い、いざという時

に備えましょう。

1言1難::難為・・‐‐・ :・・・
第35回地域住民盆踊り大会 7/28(金)～ 30(日 )

今年は2日 目が雨天の為翌日に順延となり、出店した団体は食

材の管理等あわただしい展開 (地区協は飲みもののみ販売)とな

りましたが、例年以上の来場者となり盛況でした。

調布よさこい2017 8/27(日 )

今年は晴天に恵まれ、旧甲州街道での盛大な総踊り(よつちよれ)

も一体感に満ちて一段と輝いていました。     .

第 35回地域住民大運動会

10/15(日 )

平成29年度開放委員会年末大掃除

12/2([土 )



鰊 ||: オカトラノオ

八雲台小学校の南側、甲州街道の歩道に花壇があります。

これまではパンジーやニチニチソウなどの園芸植物が植

えられていました。しかし街路樹の葉の茂る季節に日影に

なつてしまう部分で|よ生育が悪くなつていました。そこで

今年からその部分に多年草を植えることにしました。種類

としてはスミレやホタルブクロ、ツルボ、ノギク類、アザ

ミ類など。これらの大部分|よ近年激減していますが、元々

|よ 普通に見られた地元の自生の植物です。地元の植物を植

えることは生物多様性保護の観点からも意味のあることで

す。育つのに多少時間がかかりますが、毎年春に芽生えて

大きく育ち、季節がくれば次々と花を咲かせます。八雲台

小の栽培委員の児童たちとタネをまいて育ててきました。

今 |ままだ小さな苗がほとんどですが、これから大きく育つ

植物を楽しみに見守つて下さい。(石森)

■現在の花壇の様子 (6月 )

|ツルボ

ホタルブクロ

碁 fl淮ん 量 l
ウツポクサ (七 中)

ウォーキング教室 &験ち歩き
今年度初の健康ウォーキング教室 |よ 、新人

2人カロわリスター トしました。野□先生が、

古武術の動きを取り入れた歩き方を教えてくださいます。

まち歩き|よ 、10時 に八雲台小学校を出発し、神代植物公

園に行きました。柏野辺りでは田植えが行われていました。

時間 「健康ウォーキング教室」 八雲台小学校体育館
「まち歩き」 八雲台小学校体育館集合
yagumosyo@docomo nelp梶 井

神代植物公園のばら園は、ガイ ド付きの

散策です。お天気も良く、バラもきれいで、

気持ちのいい散策でした。12時 に現地解

散。さらに温室に行かれる方、バスで帰る

方、深大寺そばを食べに行く方など、自

由に楽しんで頂きました。

「健康ウォーキング教室&まち歩き」これからの予定

9月 3日 (日 ) 10月 1日 (日 ) 11月 5日 (日 ) 12月 3日 (日 )

健康ウォーキング教室 講師 !野□祥子氏

祇饉奪敷策

講師 :祇園寺住職さま
*こ好評をいただきました

野11‡ ～
‐
彗警

草花観察

講師 :山野草の専門家

璽鰐||～就蔵野「4o場

草花観察

講師 :山野草の専門家

そば打ち体験

講師 :地元そば打ち仲

間のみなさま

場所 :午前 9時～ 10時

午前 10時～ 12時頃

問合せ :0802242-9749
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調布市消防団 第 王麗か団 調布市消防団第五分団 |よ 、現在 |よ

上方分団長のもと20名の体制で、八

雲台・調布ヶ丘・布田・国領・小島町・

多摩川と調布の中心部を主に担当し

活動しています。所有装備 |よ 、ポン

プ車 1台、消防服からAED・ 救助機

材など|よ消防小屋に準備しています。

いつでも万全の体制ですばやく出動

し現場活動できるよう機材点検と訓

練 |よ毎月 2回実施しており、ほかに

も未然の災害防止として春秋冬は地

域をポンプ車で見回り広報・警戒活

動を行うなどして地域の安全 。安心

を守つています。

地域の安全・安心のために活動している調布市消防団の方々をこ紹介します。

鷺

調布市消防団 第 六 分 団

本年 4月 1日 より第六分団分団長になり志した田中良幸と申します。第六分団では、毎月 1日 と第

3土曜日に団員の訓練と機械器具の点検を行つております。また、春、秋、歳末の火災予防運動や、

防災訓練、水防訓練、出初式に参力0させていただいたり、地域小学校の桜まつりや盆踊り大会、調布

市花火大会の警戒活動をさせていただいたり、数年に一度行われるポンプ車操法大会に向けた訓練も

あわせて行つております。地域の安心安全の為、団員―同活動しておりますので、こ理解とこ協力を

お願いいたします。

荻窪洋介団員   藤本孝成団員米谷慎太郎団員  小玉健太郎団員


