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フラッグアート in 玉川大学  7 月 31 日（日）開催 

 

―焼き物大好きの未来世代育成プログラム―

 

お知らせ 

あそび王におれはなる!!! 

 

平成 28年 10月 16日（日） 

10時～14時 町五小にて 

主催：玉川大学芸術学部 

支援：玉川学園地区委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 月 9 日(火) 鑑賞＆作陶（玉川大学教育博物館＆造形校舎陶芸教室） 

 

こんにちは、４月に赴任

してきました副校長の土屋

敏彦と申します。玉川学園

地区の落ち着いた環境の

中にある南大谷中で働け

ることをとても嬉しく思って

います。学校は地域のみ

なさまに支えられて存在し 

ていくものだと考えておりま 

会長 舩生 みどり

今年度も新しい地区委員会活動の幕

開けとなりました。 

毎年度の終わりに「地区委員になり、地

域の方々が子どもたちの為に様々な活動

をしていることを初めて知りました！」という

声を頂戴します。でも、そうおっしゃるその

方自身が、既に１年間子どもたちの為の

活動の１頁を築いて下さっているのです。

そしてその活動を「楽しかった！これから

もできることはお手伝いします！」とおっし

ゃっていただけるのが何よりです。１年１年

一人一人のその積み重ねこそが、半世紀

近くこの活動を支えてきています。今年度

も新たな１頁を目指し、皆で頑張りたいと

思います。 

今年は「秋の子どもまつり」も３０周年。

すでに皆さんの素晴らしいアイデアが出始

めています。楽しみにしていてください！ 
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町田市青少年健全育成 

玉川学園地区委員会 

会長   舩生  みどり 

kenzentama@gmail.com 

南大谷小学校校長、町田第五小学校校長、玉川中央幼稚園副園長、ころころ

児童館館長を含む今年度地区委員及び玉川学園町内会長、小中学校 PTA と 

父母と教職員の会、校外委員会、南大谷小学校オヤジの会の各代表の方々 

 

南大谷中学校 
副校長 土屋敏彦 

 

す。玉川学園地区のみなさまにはこれからも色々

な場面で南大谷中への変わらぬご支援をお願い

致します。 

さて、今年も玉川学園地区委員会では南大谷

小中の児童・生徒と一緒にフラッグアートを製作し

ていただけると聞いております。まさに地域と学校

が一体となって子どもを育んでいく素晴らしい取り

組みです。初めての体験でどのようなものが出来

上がるのかは想像できませんが、この取り組みに

副校長として微力ながらお手伝いできることに感

謝いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

今年は 30周年！ 

 

 

－玉川学園地区委員会支援事業－ 

 

お楽しみに♪♪ 

 

小 4～6 年対象 8 月 5 日(金) 鑑賞（町田市立博物館） 
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地区委員会活動にご協力いただいている団体を紹介します。 

ゴジラ焼き開発秘話 

― ４月３０日についにオープンしました！ － 

各部屋で行われたオープニングの様子です。この他にも音楽スタジオやミーティングルームもあります。 

協 力 団 体 

委 員 研 修  『こんなときどうする？』 応急手当の仕方について   ６月１０日実施 

秋の子どもまつり、ひなた村でのイベント等地区委員会が係る行事には大勢の参加があります。怪我のないよう常に

気を配っていますが、あらためて初期の対応、応急処置等について学びたいと企画された研修です。地域の診療所や

訪問看護ステーションでご活躍の看護師、谷奈緒美さんを講師に迎え「こんなときどうする？」というテーマでお話しい

ただきました。 

 子どもセンター「      」 

１階 
くつろぎの場 カフェ 

乳幼児室 

ロッククライムもあります！ 
フリースペース 

町警ピーポくん登場 

これからどう使っていくかは、子どもが主役！キミも行ってみよう！ 

南大谷中ダンス部

出演 

 

 

町五小ら・ぽルと 

合唱団出演 

サマンサ倶楽部 

大活躍！ 

熱中症、やけど、過換気症候群(過呼吸)、骨折、一時救命処置の 5 項目について症

状、重症の度合いとそれぞれへの対処法。例えば熱中症であれば体を冷やし、水分補

給。やけどをしたらまず流水で 30分冷やし、水泡はつぶさないなどの一次処置から、重症

であれば救急車を呼ぶあるいは応急処置をして病院へ行く。判断に迷ったら 

救急相談センター＃7119、 または小児救急電話相談センター＃8000に 

相談する。などのお話があり、一次救命処置の心臓マッサージ、ＡＥＤの使用 

南大谷小学校オヤジの会 平成 28年度代表 等々力 泰  

 

秋の子どもまつりではすっかりお馴染となりました『元祖 ゴジラ焼き』。ゴジラ焼きショップが 

子どもまつりに初めて出店したのは 15年前。「打倒！○○○ナルド」を合言葉に厳選された 

食材を使用して、インパクトのあるパッケージに２枚入って 50円と言うゴジラの足型お好み焼 

きは、後に日本中に B級グルメブームを巻き起こしました。 

南大谷小学校での『みなみおおやまつり』でのアトラクションや公園映画上映会、恩田川で 

自然に親しむ水辺教室や学校の体育館に泊まって防災体験学習をする避難宿泊体験など 

独自のイベントを通して、できる人ができる時に参加して活動しています。 

オヤジたちが楽しくなければ子どもだって楽しくないはず。子どもたちの為と言うよりも、まず 

自分たちが楽しむ。素直で元気な子どもたちにパワーをもらって 18 年目を迎えたオヤジの会、これからのも学校や地域

のみなさんと一緒に楽しく活動していきたいと思います。                     〈オヤジの会 メンバー手記〉 

について模型を使って実地体験しました。普段の生活でも知っておく必要がある内容がたくさんの、有益

な研修になりました。                                  ＜地区委員 井村英子＞ 
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「ひなた村に集合！」は、去年も行って楽しかったので、今年もぜったいに行

こうと思っていました。さいしょに、やきいもチームととんじるチームにわかれ

て、わたしは、とんじるチームに入りました。わたしがしたことは、じゃがいも

をあらって、その次ににんじんの皮をむきました。一番むずかしかったのは、そ

の次にやったじゃがいもを切ることでした。なぜかというとじゃがいもが、かた

くて切るのがむずかしかったです。でも、とんじる作りはすごく楽しかったです。 

 あと、やきいものたき火でマシュマロをやきました。やいたマシュマロは、中

がとろっとしていて、おいしかったです。友達も、いっぱい来ていていっしょに

遊んで楽しかったです。 

 とんじるを作ったことや、マシュマロをやいたことなどが楽しかったので、次

の「ひなた村に集合！」にも行きたいです。  ＜町五小 4年 廣瀬はなみ＞                                           

 

玉川学園・南大谷地区協議会 子どもが元気に遊べる広場づくり事業 

地区協議会で今こんな事業が取り上げられています。地区委員会でも後押しをしていきたいと思います。参加する子

どもたち、仲間になってくれる大人や団体も募っています！この事業が立ち上がる経緯と部会長の大山氏の思いを記載

しました。 

ひなた村に集合！ 
焼き芋！豚汁！森遊び！ 

昔遊び授業のお手伝いの時のこと。 

「こまを投げる？どうやって？」『川や池で「水きり」という遊びやったことあるでしょう』「え！それ何？」、 

『じゃあ野球のピッチャーの下手投げ』、益々「わからない…」という顔と顔。「投げる」という行為がわからない？・・どうし

たものか・・そうだ！キャッチボールだ！しかし難解な事にどこの公園でもできる状態にないのである。昔の子どもたち

は、広場でどのように遊んだかを思い出す。往年の野球少年ならご存知「三角ベース」だ。柔らかボールとベースが３つ

あればできる。下手投げで投げるボールを平手か握り拳で打ち、ファーストベースに走りセカンドベースを回ってホーム

ベースに帰る。スリーアウトで攻守交代だ。守りが下手だと何時までも打席に立つことはできない。 

 こんな基本的な楽しいあそびを気軽に地域でできるようになることで、子供たちの体力や運動能力に変化がきっと起こ

るはず。そんな時に東京都の公園で、元プロ野球選手が来て『ゆうボール』を使っての親子でキャッチボールを推進しよ

うとしている事を知る。背中を押された。 

                      まずは子どもたちに興味を持って貰うべく、「まちとも」や子ども広場の場所をお借り        

   して、キャッチボールや三角ベース体験を開始することとなった。 

剱持チームと大山チームで勝負、一緒に戦いましょう！                        

詳細は地区協議会 HP をご覧ください。 http//tgmotikukyougikai.blogspot.jp 
 

＊「ゆうボール」とは・・・硬式ボ－ルと同じデザインで、縫い目もありながら 

当たってもケガをしない安全なボールの事。 

 

＊ 

調理室 どらさんづくり体験 

工作室 

色々作ろう！  

作って遊ぼう！ 

学習室 

外の眺めもいいよ！ 

『昔遊び「1・2年生のこま授業」から「公園でキャッチボールしようよ！」へ 』 

 子どもセンター 
 「       

」 
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運動会・体育祭が行われました 

 

月 1 回火曜日（12/15 を除く） 10時半～11時半 

ころころ児童館学童保育室にて 

（未就園児母子対象） 

♪今後のスケジュール♪ 

・7/12  リズム遊び☆ダンス☆工作 

・9/13  リトミックで遊ぼう 

・10/25 親子ヨガで遊ぼう 

・11/22 リズム遊び☆ダンス☆ 

・12/15（木）BUBの会と合同クリスマス会 

※コミュニティセンターホールにて 

・1/17  リトミックで遊ぼう 

・2/21  親子でエアロビクス！ 

・3/14  リズム遊び☆ダンス☆ 

 

 

～玉川学園地区委員会コミュニティマート企画～ 
（共催：ころころ児童館） 

 

＊＊編集後記＊＊５月２０日の総会の後、新広報部が発足しました。

今年度のメンバーは５名。年２回発行される『絆』が皆様の生活にささ

やかな彩りを提供できることを願いながら、活動に励んでいます。 

今年度もどうぞよろしくお願い致します。 広報部一同 

この広報誌「絆」やイベントのチラシは玉川学園地区

社会福祉協議会の HPでもご覧になれます。 

 

○主な学校行事予定 

南大谷中学校   11/4（金）合唱コンクール 

南大谷小学校   10/1（土）運動会 

11/12（土）学習発表会 

町田第五小学校  10/22（土）ふれあいサタデー 

             11/26（土）学芸会 
 
○地区委員会行事予定 

玉川学園商店会夏祭り 出店：ヨーヨー釣り  

7/29・30（金・土） 

 

今後のお知らせ 

 

 

 

 

町五小（5/28） 

南大谷中（6/4） 

お天気にも恵まれ、無事に運動会・体育祭が行われました。

練習の成果が発揮され、みんな素晴らしかったです。 

 

 

 

2016 年度 町田市青少年健全育成玉川学園地区委員会  2015年度 町田市青少年健全育成玉川学園地区委員会 

会 長（地域協力者）/町五小理事 舩生 みどり 会 長（地域協力者）/町五小理事/町田地区子どもセンター委員 舩生 みどり 

副会長（保護司） 村田 功 副会長（保護司）/連絡協議会研修委員 村田 功 

副会長（地域協力者） 前田 公子 副会長（地域協力者）/町田地区子どもセンター委員 前田 公子 

書記（地域協力者） 井村 英子 書記（地域協力者） 井村 英子 

書記（地域協力者） 田中 香世子 書記（地域協力者） 田中 香世子 

会計（地域協力者） 梅原 麻朱美 会計（地域協力者） 梅原 麻朱美 

会計（地域協力者）/まちともコーディネーター（町五小） 宮崎 千香子 会計（地域協力者）/まちともコーディネーター（町五小） 宮崎 千香子 

青少年委員/南大谷中理事 西森 久美子 青少年委員/南大谷中理事 西森 久美子 

事業部長（地域協力者） 園田 多美子 事業部長（地域協力者） 園田 多美子 

広報部長（玉川学園興人自治会） 森口 香 広報部長（地域協力者） 廣瀬 みさき 

委 員（南大谷中学校 校長） 橋本 雅彦 委 員（南大谷中学校 校長） 橋本 雅彦 

 〃 （南大谷中学校 副校長） 土屋 敏彦  〃 （南大谷中学校 副校長） 大友 文敬 

 〃 （南大谷中学校 生活指導主任） 久下 章宏  〃 （南大谷中学校 生活指導主任） 久下 章宏 

 〃 （町田第五小学校 校長） 樋口 明  〃 （町田第五小学校 校長） 樋口 明 

 〃 （町田第五小学校 副校長） 久保 誠  〃 （町田第五小学校 副校長） 久保 誠 

 〃 （町田第五小学校 生活指導主任） 中村 美恵子  〃 （町田第五小学校 生活指導主任） 井下 玲生奈 

 〃 （南大谷小学校 校長） 西岡 郁雄  〃 （南大谷小学校 校長） 西岡 郁雄 

 〃 （南大谷小学校 副校長） 小菅 かな代  〃 （南大谷小学校 副校長） 小菅 かな代 

 〃 （南大谷小学校 生活指導主任） 塩畑 麻由美  〃 （南大谷小学校 生活指導主任） 塩畑 麻由美 

 〃 （玉川中央幼稚園 園長） 小島 澄人  〃 （玉川中央幼稚園 園長） 小島 澄人 

 〃 （玉川中央幼稚園 副園長） 中島 崇江  〃 （玉川さくら保育園 園長） 北田 広美 

 〃 （玉川さくら保育園 園長） 北田 広美  〃 （ころころ児童館 館長） 内田 延子 

 〃 （ころころ児童館） 内田 延子  〃 （南大谷中学校 父母と教職員の会） 上村 千春 

 〃 （南大谷中学校 父母と教職員の会） 二宮 聡子  〃 （南大谷中学校 父母と教職員の会） 高尾 和代 

 〃 （南大谷中学校 父母と教職員の会） 安間 久恵  〃 （町田第五小学校 PTA副会長） 榎木 あずさ 

 〃 （町田第五小学校 PTA副会長） 井関 千明  〃 （町田第五小学校 PTA副会長） 山本 浩美 

 〃 （町田第五小学校 PTA副会長） ブリュースター華代  〃 （南大谷小学校 父母と教職員の会） 志村 幸恵 

 〃 （南大谷小学校 父母と教職員の会） 伊豆 陽子  〃 （南大谷小学校 父母と教職員の会） 伊豆 陽子 

 〃 （南大谷小学校 父母と教職員の会） 久保 真由美  〃 （民生・児童委員） 田中 佳代 

 〃 （民生・児童委員） 田中 佳代  〃 （民生・児童委員） 中川 忠彦 

 〃 （民生・児童委員） 中川 忠彦  〃 （玉川学園町内会） 斎藤 三夫 

 〃 （玉川学園町内会） 高瀬 三郎  〃 （玉川学園町内会） 大山 憲一 

 〃 （玉川学園町内会） 渡辺 圭子  〃 （玉川学園町内会） 大留 由佳子 

 〃 （玉川学園第一住宅自治会） 木下 かおり  〃 （玉川学園第一住宅自治会） 斎藤 教子 

 〃 （玉川学園第一住宅自治会） 野村 美江  〃 （玉川学園第一住宅自治会） 堀口 紫織 

 〃 （玉川学園興人自治会） 尾上 洋子  〃 （玉川学園興人自治会） 神澤 隆 

 〃 （ボーイスカウト 町田第１３団） 滝浦 直子  〃 （玉川学園興人自治会） 喜多 志保子 

 〃 （ガールスカウト東京３２団） 土棚 輝美  〃 （ボーイスカウト 町田第１３団） 滝浦 直子 

 〃 （オールシャインズ） 堀口 紫織  〃 （ガールスカウト東京３２団） 土棚 輝美 

 〃 （MGサッカークラブ） 福田 希帆  〃 （オールシャインズ） 武井 香世 

 〃 （南大谷キャッツサッカークラブ） 越丸 千絵  〃 （MGサッカークラブ） 深野 智之 

 〃 （かたつむり少年団） 大橋 理香  〃 （南大谷キャッツサッカークラブ） 架谷 陽代 

 〃 （町田 RGたまがわ） 福野 功美  〃 （かたつむり少年団） 池上 明子 

 〃 （BUBの会） 金丸 亜紀  〃 （町田 RGたまがわ） 大林 亮子 

 〃 （フラッグアート実行委員会） 大山 憲一   〃 （BUBの会） 金丸 亜紀 

 〃 （ほっぺのなかま） 大倉 シヅ子  〃 （フラッグアート実行委員会） 大藪 真喜子 

 〃 （地域協力者）/まちともコーディネーター(南大谷小） 井口 展子  〃 （地域協力者）/まちともコーディネーター(南大谷小） 井口 展子 

 〃 （地域協力者） 剱持 勝  〃 （地域協力者）/町田地区子どもセンター委員 加藤 治男 

 〃 （地域協力者） 廣瀬 みさき  〃 （地域協力者） 松葉 祐巳 

 〃 （地域協力者） 松葉 祐巳   

サポート隊・子どもまつり手伝い 登録者 36名 サポート隊・子どもまつり手伝い 登録者 32名 

南大谷小学校オヤジの会    
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