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総会開催の報告 

去る６月 16 日に天沼区民集会所会議室において平成 30 年度天沼２丁目町会定

期総会が開催されました。その席において平成 29 年度事業報告（別紙）、平成

29 年度決算・平成 30 年度予算案（別紙）、及び平成 30 年度の役員新体制（別

紙）が承認されました。 

改めて皆様のご支援、ご協力を宜しくお願い致します。 

 

今後の予定 

‧ 8 月 25 日（土）•26日（日）は天沼八幡例大祭です。皆様には神酒所（2-

9-10 墓地前）の方へも是非お立寄りくださいますようお願いいたしま

す。 

 

‧ 連日、国内で大規模地震が発生しております。２丁目町会では町会独自の

防災訓練や天沼８町会合同の防災訓練などを実施しております。積極的な

訓練参加を御願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

《回覧》  



平成 30 年度 天沼２丁目町会 役員体制 

 

 

本年度は下記の体制で町会運営に臨みます。皆様のご協力をよろしく御願いいたします。 

 

 

 

町会長   横山 重男 

副会長   大津 明子 

副会長   柳 信寛 

会計部長  大津 明子 

会計副部長  柳 信寛 

総務部長  山本 達治 

広報部長  宮川 輝行 

広報副部長  北村 さゆり 

防犯部長  長谷川 誠 

防犯副部長  白井 弘 

衛生部長  飯田 秋生 

厚生部長  柳 信寛 

厚生副部長  村山 幸喜司 

防災部長  清水 茂 

防災部長  西垣 鶴光 

第一班長  植木 節江 

第二班長  西垣 信子 

 副班長  古畑 みち子 

第三班長  内藤 錦子 

第四班長  古川 善啓 

監事   中田 康雄 

監事   伊藤 仁平 

明るい選挙推進委員 大津 明子 

相談役   立石 健秀 

 

平成 30 年６月現在 

 

 

 

 

 

 

 

 



スタンドパイプについて 

 

スタンドパイプとは、地域住民が活用できる消火資機材の一つで、道路上にある

消火栓や排水栓に差し込んで、ホースをつないで消火を行う機材です。天沼２丁

目町会では２ヶ所に銀色の専用ＢＯＸに収納して設置してあります。そして、Ｂ

ＯＸには消火用のグッズや非常食・飲料水などを備蓄してあります。 

スタンドパイプには杉並区共通の専用錠が掛けられています。以下に天沼２丁

目町会のスタンドパイプ鍵保持者を示しますので、御近くの保持者を確認くだ

さい。 

 

 

・２丁目 3-12          ・２丁目 8-6   

     

 

スタンドパイプ鍵保持者一覧 

横山 重男 

柳 信寛 

山本 達治 

立石 健秀 

中田 康雄 

伊藤 仁平 

西垣 鶴光 

村山 幸喜司 

長谷川 誠 

 

 

町会では今後もスタンドパイプ等の防災設備の設置を充実させていく予定です。

設置箇所の提供などにご協力いただけるよう御願い申し上げます。  



平成２９年度活動報告 

平成 29 年４月１日～平成 30年３月 31 日 

天沼２丁目町会 

 

 

４月 新一年生お祝い 

 町会長会議毎月 

 明るい選挙推進協議会 

５月 赤十字募金説明会 区役所  

 町会各戸募金 

 天沼中学校７０周年記念式典 

 荻窪防災協議会総会 

 防災講演会 セシオン杉並 

 杉並区町会連合会総会 

 町会会計監査 

 地域区民センター懇談会  

 防犯協議会 区役所  

 防災総会及び講演会  セシオン杉並 

 八町会歓送会及び懇親会   

 防犯協会総会及び懇親会   

６月 町会（５班）取り壊しのため解散する 

 防犯団体研修会 勤労福祉会館  

 子供見守り懇談会 （元若杉小） 

７月 天小救援連絡会全体会   

 九州北部災害義援金町会より拠出  

 町会理事会お祭自治会   

８月 清掃協会研修   

 防寒振込詐欺講演   セシオン杉並 

９月 交通安全協会７０周年記念式典  

 町会レクリエーション旅行 山梨勝沼 

 敬老の日御祝（６名）  

 天小防災訓練   

１０月 天小救援連絡会   

 町会理事会   

 赤い羽根募金各戸募金   

１１月 消防フェスティバル 桃井原っぱ 

 防火のつどい 杉並公会堂  

 地域安全のつどい   セシオン杉並 

 防火女性の会研修 千葉方面 

１２月 天沼児童館もちつき大会   

 高井戸清掃工場研修会  

 防犯パトロール公演 荻窪警察署 

 歳末助け合い募金町会より拠出  

１月 町会加入促進会議   本天沼集会所 

 天小救援連絡会   

 町会新年会 （めがさわ） 

２月 振込詐欺集会 セシオン杉並 

 交通安全協会総会及び懇親会 

３月 百歳御祝（西垣様）  

 消防荻窪駅前ビラ配り  

 荻窪区民センター懇談会  

 防火女性の会役員会総会  

 消防署防災フェスタ  

 

 

毎週火曜日 天沼小 朝遊び 見守り 

随時 夕刻防犯防災パトロール 

 

 

昨年度も、多くの方々にご協力を賜りました。ありがとうございます。 

 



資源ごみ地域 自主回収について 

 

平素より、皆様には資源ごみの地域自主回収にご協力いただき有難うございます。次ペー

ジに昨年度の回収実績を報告いたしますので、ご確認ください。また、さらなる自主回収

の機運を高めたく、改めて回収の実施細目をお知らせいたします。 

 

＜回収日•時間＞  

毎月／第 ２•第 ４ 月曜日 (祝•祭日も実施）  

 回収は 8：0 0～9：0 0 頃迄ですが 8：00 には作業が始まっている場合もあります 

 余裕を持って、お早めに A M 8:0 0 迄に指定場所にお出しください 

 

＜設置箇所＞  該当日に黄色い垂れ幕（団体名 天沼２丁目町会）が出ます。 

‧ 富士ハイム様 天沼 2-3-15 

‧ 山梨中央銀行寮様 

（コインパーキング隣通路） 天沼 2-4-12 

（青梅街道出口側玄関） 天沼 2-4-17 

‧ （株）エリコン様 天沼 2-7-10 

‧ 内藤様 天沼 2-17-5 

‧ 植木様 天沼 2-1-7 

‧ 藤乃湯様 （裏駐車場隣） 天沼 2-17-20 

‧ 木村様《八幡通り》（駐車場横） 天沼 2-5-6 

‧ 長谷川様 天沼 2-2-5 

‧ 白井様 2-9-23 

‧ コーポシャロー様（南側） 天沼 2-17-22 

‧ 日本キリスト協会様前 天沼 2-5-23 

‧ ウエストハイム様前 天沼 2-7-11 

 

＜回収対象品目＞  

＊ 紙類 新聞•段ボール 

……………………………各種類別に梱包 

雑誌•菓子他の空箱•包装紙•トイレペーパの芯等 

………適宜袋・紐等でひとつにまとめる 

＊ 缶類 アルミ缶のみ（例：ビール.サイダー類） 

…………………………レジ袋等に入れる 

…………………出来ればつぶして下さい 

…………カン回収ケースは設置しません 

＊ 布類 古着、シャツ、ボロ切れ、シーツ等 

…………………………適宜袋にまとめる 

 

皆様のご協力を御願いいたします。 


