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20冒 8隋 策座議会
9月 2日 10時 から東部公民館 に於いて、調布市総合防災安全課 の堀課長による講話 と座談
会の 2部 構成で、防災座談会を実施 しました。市販 のカップ麺を水でも作れる (30〜 40分
掛か ります)と 言 うので、実際に作って食べてみました。
1部 「賄贅意識 Jに ついての講嬌
避難場所はかなりの劣悪な状態であることを理解 して、行かずに済ませることの重要性を認
識 してほしい。 「まず死なない !」 と言 うことを前提に、家の対策を考 える。家で過 ごす際に
必要な準備 を考える。
①家具 の転倒 ・ 落下防止の工夫を しよ う。
②食事以外 の備 えも考 えよ う。
・トイ レ(携 帯 トイ レ、非常用 トイ レ等)
。
停電・ ガス対策
。
常備薬・ ミルク等
③食料 (食 べ もの・飲料水)の 備蓄は最低 7〜 10日 分を。
非常用 だけでなく、 日頃の好きな食 べ ものでの備蓄 も考えま
しょ う。
それ らを踏 まえて、近隣の方 々 との助 け合 いが大事だ と思いま
す。
とのお話で した。

2部 座機会
座談会は 4つ の グル ー プに分 かれ、 1部 の感想や避難所問題、
備蓄問題な ど、直面する問題 について意見交換 が行われま した。
避難所問題では、
◎高齢者 が多いので避難所まで行 くのが大変
◎ 自宅 で過 ごす とい う認識 を高めたい
備蓄問題 では、
◎備蓄内容で各 自治会 で差 がある
◎食料 を置 く自治会、置 かない 自治会に分 かれ る
◎個人 でも、水 のみ、水 と食料 3日 間、1週 間 とまちまち
その他、
◎高齢者 の一人住まいが多 くなってい る
◎防災放送 が聞 こえない
醸配
◎野川 の水害 が′
マ
プを
◎防災 ッ
早急 に作 りたい
◎防災訓練をや つたが役員 のみだ つた
など。
安否確認 の訓練や災害弱者問題 は全体的に手つ かず のままで、今後 の課題 となってい ます。
(城 山自治会長

久家 優子、防災推進委員

星野 正雄)
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7月 14日 (土 )若 葉小学校体育館 にて第 7回 若葉 の社 の音楽会を開催 しま した。 とても暑 い
中、た くさんの方 々が来 て くだ さい ま した。若葉小 のダ ンス クラブの発表 では じま り、若葉地区
在住 の 「メサー ジュ・ カルテ ッ トー one」 のフルー ト演奏、桐朋学園出身 の屋敷真公子 さんのピア
ノと歌 の演奏、最後 は、第 四中学校 の合唱部 の合唱 と吹奏楽部 の演奏 で締めくくりま した。素敵
な演奏に耳を傾 けた り、会場 のみんなで歌 つた り、熱気 に満 ちた音楽会 にな りました。
(広 報 ・ 地域交流推進委員
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太幅に増加してい春す、特殊許欺 ‖
今調布市内ではかつ てないほどの勢 いで、特殊詐欺
の被害 が増加 中です。
一 昨年 37件 、昨年 は 53件 ,今 年 は 7月 現在す でに
36件 を数 え、当地区分 4件 が含 まれています。
被害総額 も億単位 で、深刻 な事態です。
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だま しのテクニ ックはいろい ろで、油断できない新
手 の手 口が次 々 と開発 ?さ れています。卑劣 なだま し
の罠にはまることのない ように、私 たちも日頃か ら知
見を広めて、不審な電話な どには賢 く対応す ることが
求められ ています。
ニセ息子・ 孫・ 甥、ニセ市役所職員、ニセ銀行員、ニセ警察官、ニセ弁護 士、等 々によ
るニセの贈 り物、ニセの警察手帳、ニセの通如文書、等 々が知 られています。
掛 かつて くる電話は、まず疑 うことです。お か しい と感 じた らす ぐに警察に確認 を
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当防犯推進委員会 では今年 は防犯座談会で、 この特殊詐欺 の問題 を取 り上げ、専門家
の知恵 も借 りて、私 たちの今 の認識 を更新 したい と考 えています。
グル ープ討議 の際 には、皆 さまの積極的な ご参加、 ご協力をお願 い致 します。
不 審 な電話 が あれ ば TEL

042‑488‑0110へ

(警 視 庁調布 警察署 )
(防 犯推進委員

山田 十三男)

2年 続 けて美味 しいお好み焼 きを作 りま した。
昨年はゲ リラ豪雨で祭 りの 中断を余儀 な くされま したが、今年
は天候 に恵まれま した。去年 のノ ウハ ウを活 か して新 しいメン
バー と共にあ うんの呼吸で作業 も手際よくで き、行列 がで きる
程 の繁盛ぶ りで、熱 い鉄板 の前で張 り切 つて焼 きま した。
(防 災推進委員

西森

正子)

射的は、始まる前から長い行列。思いがけず的を射た子
の驚き と笑顔、特賞に得意満面な子、残念賞でがっか りの
子、い ろいろな表情 に出会 えました。
じつ くり構 える子に急がさず じっと順番を待つ、思いやる
・
気持ちを感 じました。
(防 犯推進委員

林

易子)

金魚す くい は、甚平を着 たよちよち歩 きのお子 さんか ら、
お じい さんおばあさんまで、今年 も大人気 で した。
中には、1つ のポイ(金魚す くいの網)で 、 10匹 以上捕 る子
もいて、平成最後 の夏祭 りは楽 しく終わ りま した。
(広 報 。地域交流推進委員

内 田 広子 )
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四中生がスマホ1自主′
9月 1日 (土 )の 朝 日新間に本校 の 「スマ ホ教育」 の
取 り組み についての記事 が掲載 されま した。本校 が本年
度、 「情報モ ラル推進校」 として東京都教育委員会 か ら
指名 され、推進校 としての事業をすす めているか らです。
これまでの本校 の取 り組みは、い じめを発 生 させない
四中ル ール 」 を 「SNS
東京
観点か ら、 「SNS
ベ
ース
ー
ル ル」 を
に生徒会活動、学級討議、保護者啓発
を経 て作成、改善 をしてきま した。 また、 四中学区の
小学 6年 生 (250名 )の 生徒 を対象に、生徒会が 「S
NSト ラブル防止」 について、プ レゼンテー シ ョンを行
い ま した。1学 期 に 1回 、全学年 で 「SNS東京 ノー ト」を活用 した授業 も行 いま した。
そ して、 「情報モ ラル推進校事業」 の一環 として、10月 3日 (水 )13:30〜 14:
20ま で、体育館 で授業公開を行 いま した。 テーマ は、 「SNSの 利用におけるモ ラル を
考 えよ う」 です。 2年 生全員 が授業を行 い、最初 に生徒会役員 が 「SNSト ラブル 」 のプ
レゼンテー シ ョンを行 い ま した。次 に個人作業 として 「SNS東 京 ノー ト」 のカー ドを活
用 し、与えられた課題 について考 えた後、小集団 (4人 )グ ル ープ とな り、話 し合 い活動
を行 いま した。最後 にグル ープの代表数班 がホワイ トボー ドに発表内容を書き、全員 の前
で発表 しま した。 この授業形態 を 「スマ ホ ミーテ ィング」 と呼んでいます。最後 に、本時
の授業で学 んだことの感想 を東京 ノー トに記入 させ 、回収 して授業を終了 しま した。今後
も、 「情報モ ラル推進校」 としての役害Jを 十分 に果 た してい きたい と思います。12月 に
は、都庁 で 中間発表 をす る予定です。
(調 布市立第四中学校 冨1校 長 吉岡 正元).・ ■

夜も安全をあ■がこう
若葉小学校 の蛍池 に今年 も蛍が飛び始 め、 7月 の
2日 間だけ『 蛍 の鑑賞会』を行 いま した。
保護者、児童 、地域 の方が約 500人来校 されま し
た。夜 の校庭 は小 さな光 と、大きな歓声 にはつこ り
とした初夏 の風 が吹いてい ま した。
夏休み『 サマーチャ レンジわかば 30』 では、
特別講座 として 8月 1日 に 「星空観察」を行 いま し
た。火 星大接近 とい う今年度 の観察テーマ で したが、
火星 の砂嵐 を観 た り、土星・木星 もな らんで確認で
きた りと、好奇心をそそ られ る素晴 らしい現象 を観
察す ることがで きま した。
これ らは若葉小学校支援地域本部が行 った、夜 のイベ ン トです。 いずれ も保護者 同伴
でなければ児童は参加できません。皆様 あ りが とう
ございま した。
また、 こ ういつた時にいつ も頼 つて しまいます が、
夜 のパ トロール を快 く引き受けて くださつた地 区協
の皆様、本当にあ りが とうございます。 いずれ も無
事に終了す ることができま した。
安全は こ うした 日に見えない方 々の上 に保たれて
い るものです。蛍 の命 の光 も、星 の偉大な光 も、
パ トロールの熱 い心の光 も、私たちは大切 に したい
です ね。 あ りが と うございま した。
(若 葉小学校支援地域本部

大嶋 文子)

