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〜町会編〜

明るく住みやすいまちづくりを目指して

7/20（土）〜7/26（金）

午前6時30分

深沢地区会館

深友会

7/20（土）〜7/26（金）

午前6時30分

深沢神社境内

深沢三友会

7/21（日）〜7/27（土）

午前6時30分

深沢不動境内

交和会

7/21（日）〜7/27（土）

午前6時30分

新町公園

桜新町町会

会です。今年、おかげさまで創立 70 周年を迎えることができました。現在、約

7/22（月）〜7/28（日）

午前6時30分

深沢公園

東深沢町会

1,000 世帯の会員の方々が加入しております。この地は、駒沢公園に隣接した緑

8/17（土）〜8/18（日）

午前6時30分

都営深沢アパート中庭 都営深沢アパート自治会

豊かな閑静な街並みです。また、公園は災害時の広域避難場所にも指定されてお

8/25（日）〜8/31（土）

午前6時30分

駒沢緑泉公園

り、心強く思うこともあります。

駒沢三丁目町会

7/19（金）〜7/20（土）

午後7時〜8時45分

深沢公園

東深沢町会

7/27（土）

午後5時〜9時

深沢不動

深沢中央商店街振興組合

7/27（土）

午後4時30分〜7時

深沢小学校

駒沢町会・交和会

8/ 3 （土）〜8/ 4（日）

午後7時〜9時

駒沢緑泉公園

駒沢三丁目町会

8/18（日）〜8/19（月）

午後6時〜8時

久富稲荷神社境内

新町公民会

交和会 会長 本田 隆志
交和会は昭和 24 年に設立され、現在の深沢四丁目と駒沢五丁目にまたがる町

昔、深沢は「中村」と称され今でも昔の名称の残されている場所があります。
中村八幡神社、中村橋、中村公園などが残っています。ここで、少し「中村八幡
神社」についてご説明いたしましょう。
明治初年、三島大社の流れを汲む深澤神社が村社に昇

7/14（日）
午後1時〜7時

深沢神社境内

深沢坂上商店会

子どもカレー祭

7/22（月）午前9時

深沢小学校

駒沢町会

子ども映写会

7/23（火）午後7時〜8時

深沢地区会館

深友会

親和会こどもまつり

7/28（日）
午後1時〜4時30分

桜新町区民集会所

桜新町親和会

7/28（日）午後7時

東深沢小学校体育館
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格し、旧深沢に八つある氏神を合祀することになり、中

事務局

村八幡神社もその合祀された内の一つでした。しかし、

深沢まちづくり
センター

後に不幸が続いたことがあって中村八幡神社を祀り直
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℡３４２２‑８３９１

すことになり、昭和 13 年に御霊分けをし現在の地（深
沢 4‑31‑18）に新社殿を建てました。地元では「はちま
ん」神社と呼んでいますが、古書をひも解くと「やはた」
神社と読むそうです。この神社の祭神は、第 15 代応神
【中村公園】

天皇であり八幡神と同一視され、天皇が神として祀られ
ると「やはたの神」になり「やはた」が正式のようです

東深沢町会

こども花火大会＆ミニ縁日 8/ 3 （土）午後5時〜8時 呑川緑道

深友会

親子野外教室

新町公民会

8/ 7 （水）午前7時

千葉県岩井海岸

が、通称の「はちまん」でも良いのではないでしょうか。
町会の活動に戻しますが、近年は転入される方も多く、町会の PR 活
動を積極的に行うとともに、会員相互の親睦を図り明るく住みやすいま
ちづくりを目指しております。毎月 2 回、呑川緑道、深沢四丁目公園の

さぎ 草花後の手入れ講習会 7/5（金）午前9時

子どもシアター 人形劇
「人形バラエティショウ」

深沢まちづくりセンター活動フロアー

7/22（月）午前10時30分

桜新町区民集会所

7/23（火）午前10時30分

深沢区民センター

清掃活動、春と秋の交通安全運動、夏季、年末の防犯・防火パトロール、
D 級ポンプやスタンド・パイプの消火操法訓練、子どもの見守り・あい
さつ運動等の活動を行っております。また、毎年秋季の日帰りバス旅行
を企画、会員の皆さまもお誘いし楽しい一時も過ごしております。

【駒沢公園での防災訓練】

もしもの災害発生に備えて、毎年東深沢中学校で災害避難所の開設される部署毎の運営と訓練を実
施しております。一般参加された方々には、煙体験や放水体験、AED 救命や応急手当法、簡易担架
の作成と搬送、マンホールトイレや災害時特設公衆電話など体験していただいております。普段、面
部会長：溝尻

眞理【深友会】

髙安 敬子【深沢三友会】
アパート自治会】

副部会長：山本

藤塚 疇【新町公民会】

佐野 博子【桜新町町会】

紀子【東深沢町会】

彌永 正毅【桜新町親和会】

鈴木 昭二【駒沢三丁目町会】

青柳
竹内

義博【交和会】
芳子【都営深沢

横井 弥生【駒沢町会】

識のないご近所の方々との交流の場としても大切な機会としたいと思います。
昨年は、駒沢公園において初めての深沢地区町会連合会合同の災害対策体験会を行いました。起震
車、煙体験、瓦礫救出模擬体験などを行いました。特に東京に 1 台しかない消防庁自慢の「VR 防災
体験車」を経験できたことは貴重でした。

カラー版「玉六情報」は世田谷区ホームページでご覧いただけます。（https://www.city.setagaya.lg.jp/)

深沢三友会

会長

堀江 信一（ほりえ

しんいち）

私、令和元年 5 月 10 日、深沢三友会総会において会長に選任されま

「赤ちゃんと幼稚園の息子を連れて急に気分が悪くなり目の前が真っ白になった時に、誰よりも早く声をかけ

した。昭和 26 年、私の父が宮城県より上京し、この深沢の地で納豆製

てくれ、アクエリアスや保冷剤まで用意してくれました。あの時身体を冷やしていなかったら、もっと重症化

造業を創業し、現在にいたっております。4 月 17 日海老名市へ当社工

していたと思います。大人が吐いてぐったりしていて怖かったと思いますが、真っ先に声をかけてくれて適切

場を移転し、その機会に後継者に経営を任せ、お世話になったこの街に

な対応をしてくれた二人に大変感謝しております。また、私の子どもたちが東深沢中学校に通うのがとても楽

少しでも恩返しするべく努力したいと思います。

しみになりました。」
（学校へのお礼のメールより抜粋）

今後とも皆様のご指導、ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

本校の男子生徒２名による迅速かつ適切な対応により、女性は難を逃れることができました。このような生
徒が育っていることは、本校、そして地域の大きな誇りです。

駒沢町会

会長

小林 晴一（こばやし

東深沢中学校 長谷川校長より

せいいち）

本年度より駒沢町会の会長に就任いたしました小林晴一で
す。昨今の風潮からも、町会活動の最優先は防犯、防災です。
その意識は日頃の活動の積み重ねから生まれます。町会員の

校長

児童を見守っている駒沢町会の方が発見し、近くの深沢まちづくりセンターへご案内しました。

皆様、今までよりもちょっと興味を持って下さい。何か一つ

水分を取って頂きながら身元をお尋ねしたところ、何キロも歩いてこられた事が分かりました。地区

でも行事に参加して下さい。一人のその一歩が百人集まれば

の民生委員さん、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会、警察、まちづくりセンターがすばやく

百歩になります。そこから仲間意識が生まれ、協力し合い助

連携でき、ご親族と連絡が取れ、警察のパトカーでご自宅まで無事お送りすることができました。

け合う意識が生まれると信じます。

深沢小学校

さる６月上旬の朝、国道 246 号線沿いで認知症の高齢者が徘徊しているところを、深沢小に登校する

橋本 雅史（はしもと

ご協力を頂いた関係者の皆様、有難うございました。

「東京都シルバーパス」
令和元年度必要書類のご案内

まさし）

平成 31 年 4 月 1 日付で桜咲く新緑の学び舎 世田谷区立深
沢小学校の校長に着任しました橋本雅史です。創立 90 年を越え
る歴史と伝統のある深沢小学校は地域の皆様とともに子どもを
育て、ともに歩む学校です。子どもたちは 4 月 2 日に地域の皆
様が校庭にあげてくださったこいのぼりに見守られながら運動
会まで元気に過ごしていました。地域の皆様に見守られながら
安心して登下校しています。地域の皆様には感謝の思いでいっ
ぱいです。これからも教職員が一丸となり、皆様とともにあた
たかみのある深沢小学校を作っていきます。ご支援の程よろし
くお願いいたします。

東深沢小学校

校長

比金

このたび、みしまの森学舎

9 月のシルバーパス更新手続きをされる方は、本人
確認書類（保険証や運転免許証）をご準備ください。
1,000 円でパスを利用されている方は、所得証明も
必要です。6 月に世田谷区役所から送付済の介護保険
料決定通知書を証明として使用できますので、大切に
保管いただきますようお願いします。

深沢まちづくりセンターより

ごみ減量・リサイクル推進委員会から
のお知らせ
6 月 9 日 (日)の古着・古布回収にご協力いただ
きありがとうございました。今回も総勢約 130
名の町会・ボランティアの方たちが活躍しまし
た。今後ともごみ減量・リサイクル推進活動にご

敏彦（ひがね

としひこ）

世田谷区立東深沢小学校に着任

※東京都シルバーパスとは？
満 70 歳以上の都民の方が、お申込により都内の
バスと都営の電車に翌年の 9 月末まで乗り放題できる
カードです。所得によって、自己負担金が変わります。
詳細は(一社)東京バス協会０３−５３０８−６９５０
深沢まちづくりセンターでの受付日は 9 月 2,3,4 日
の 3 日間で、受付時間は 10 時〜16 時です。
※更新案内は 8 月下旬に東京バス協会から届きます。

しました校長の比金（ひがね）敏彦と申します。区内の駒繋小
学校より異動してまいりました。どうぞよろしくお願いいたし
ます。

協力をお願いいたします。

回収量は

22,020kg
でした！
次回は 11 月 17 日(日)です。

まちづくりセンターに

東深沢小学校は、今年度、創立７０周年を迎えます。地域の

4 月から深沢まちづくりセンターに配属になりました、池 真祐子（いけ まゆ

皆様に支えていただいて今日があります。これからもご支援い

こ）と申します。まだ分からないこともたくさんありますが、少しでも皆さんの

ただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

お役に立てるように精一杯頑張ります。よろしくお願い致します。

