
- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No．89 
2017．7．3発行 

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 

町田第五小学校 

校長 五十嵐 俊子 

南大谷中学校校長・副校長、町田第五小学校校長、南大谷

小学校校長、さくら保育園園長、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、興人自治会、 

小中学校 PTA と父母と教職員の会、町田第五小学校校外

委員会、南大谷小学校オヤジの会の各代表の方々 

 

南大谷小学校 

校長 関 雅人 

『笑顔・触れ合い・生きる力の為に』 

会長 舩生 みどり 

こんにちは。４月より町田

第五小学校の校長に転任し

てまいりました五十嵐俊子で

す。前任校は日野市立平山

小学校（コミュニティ・スクー

ル）です。毎朝、玉川学園前

の駅から、ウグイスの声を聴

き、緑の木々を眺めながら、 

117段の階段を一歩一歩踏みしめて通勤しております。 

 玉川学園地区は、豊かな自然環境や、子供たちに想

いを寄せてくださる方々に囲まれた、すばらしい地域だと

感じています。未来を担う子供たちを育むために、青少

年健全育成地区委員会のみなさまと学校とで力を合わ

せて、「最高の学びの場」を創っていきたいと思います。

挨拶の飛び交う笑顔のあふれる地域にしていきたいと思

います。 

 みなさま、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

こんにちは。私は、この４月

に第１１代校長として南大谷

小学校に参りました関 雅人

と申します。恩田川の流れに

育まれた豊かな自然の中

で、きまりよく伸び伸びと育つ

子供たちと出会うことができ

幸せに思っております。 

子供たちの健全育成のためには、学校、家庭、地

域の三者が役割を分担し、共に子供を育てる教育環

境が大切です。子供たちには「多くの方々の支えを感

じながら、地域の自然や人とかかわる」ことを通して、

地域を愛する気持ちを育てたいと考えます。将来は

ふるさと南大谷のために役立ちたいという思いをもっ

た人に育って欲しいという願いをもちながら、教育活

動を展開していきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

地区委員会の活動に携わり 17年目を迎えま

した。年々歳々、委員の仲間と秋の子どもまつり

をはじめ様々な企画を催し続けてきましたが、そ

こにはいつも“夢中”になっている子どもたちの

『笑顔』がありました。活動をしている者にとって

は最高のご褒美です。 

少子化とは言え、ここ数年地区委員会の催し

物への参加人数は逆に増加傾向にあります。親

子での参加も人気を博しています。独りでも楽し

める遊びが多い昨今ですが、親子や他の人との

『触れ合い』のニーズは、喉の渇きを潤すように

求められているのではないでしょうか。そんな

“場”の提供を含め、楽しく且つ『生きる力』を与

える企画に、地域一丸となって今年度も取り組

んでいきます。 

皆様も是非ご参加ください。 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1496743572/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3NreXMuY28uanAvd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTUvMDcvMjkxNjViZTdjMTQ1MTJmMjdmZjExMjljODAzMzc4NTEucG5n/RS=^ADB8Lps.0QE.9mKTrnNiWGgHQJjSTA-;_ylt=A2RivcIULTVZMwsAFg4dOfx7
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いっしょに歌おう♬ ―青少年健全育成玉川学園地区委員会協賛（玉川学園町内会主催）― 

 

 

(共催：ころころ児童館) ～玉川学園地区委員会コミュニティマート企画～ 

『楽しかったひなた村』 

私がひなた村で一番楽しかった事は、自分でマシュマロやソーセージを木の枝にさして火で焼いて食べ

た事です。火もイベントに参加した人たちで、木の枝を集めて本館の前のひろばで新聞紙と一緒にチャッ

カマンで火をつけて燃やしました。 

 ほかにもひなた村のしょく員の人が作ってくれたハンモックもあったけど、とても人気で私は乗れなか

ったので、もし次回もハンモックがあったら乗ってみたいです。今回、初めてイベントに参加してとても

楽しかったので、次回はもっとたくさんの人にも楽しんでもらいたいです。＜町五小 5年 福田希璃雅＞ 

2017年 2月 19日、ひなた村にて野外活動イベントを開催しました。 

大勢の小学生、保護者が参加し、総勢 170名が集まりました。 

熱々の焼き芋とクリームシチューを食べ、森のハンモックで遊びました。 

 

焼き芋！クリームシチュー！森のハンモック！ 

 

 

4月 2日、桜実会デイフロアにて、文化の継承、異世代交流を目的として開催しました。 

大人も子どもも、歌っている時は心が一つに。本当に楽しい一時でした。 

「また是非やって欲しい！」との声が多数あがりました。 

 

おじいちゃんやおばあちゃんが子どものころに歌っていた曲は、私にとっ

て知らない曲ばかりでした。日本の自然や昔の風景を知る事ができて、むず

かしい言葉や漢字もあって、とてもいい勉強になりました。 

後半では、ジュニア・コアが合唱曲を歌いました。みなさんに合唱曲を少

しでも知ってもらえてよかったです。 

こういった活動を通して、おじいちゃんやおばあちゃんだけでなく、みん

なが知らない事を知ったり、元気になれればいいと思います。 

＜町五小５年 前田ほなみ＞ 

 

 

 

 

まあちが を迎えました！ 

4月 30日、子どもセンターまあちがオープンして 1年が経ちました。 

なんと 10万人以上が来館！10万人目は可愛らしい赤ちゃんとお母さんです(＾＾） 

まあち 1バースデーイベントも大賑わい。玉川学園地区委員会もポップコーン屋さんで参加。 

大好評、完売でした!！ステージには南大谷中のダンス部、町五小らぽルとジュニアコアの姿も❤

皆さんも是非足を運んでみてください。ファミリーで行っても楽しめますよ！ 

 

  

 



- 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運動会・体育祭 

 

(共催：ころころ児童館) ～玉川学園地区委員会コミュニティマート企画～ 

こんにちは！少年野球部の“オールシャインズ”と申します。 

町五小、町三小、金井小の 1～6年生の男の子・女の子で、町五小の

校庭を中心に活動をしています。選手同士は学年、男女の区別なく全員がとても仲が良く

野球を楽しんでいます。選手達全員が「いつもキラキラ輝いています」。モットーは、練習・

試合・各行事で選手各人が様々な状況判断ができ、自主的から主体的に行動ができるこ

とを「大切・大事」にしながら活動しています。公式戦・練習試合の合間に、練習初めのお

祝い、親子試合、合宿、記録会、プロ野球観戦、先輩達の試 

合観戦、納会等々の行事も行っています。 

 

 

 

昨年同様に町田第五小・南大谷小児童 40名が制作参加、玉川大学ボランティア大学

生が制作指導、南大谷中美術部が制作指導補助、地域ボランティアの方々が多数参加

します。昨年は総勢 120 名を超える参加者でした。今年も皆さまお揃いで緑豊かな玉川

大学オープンキャンパスでのサマータイムをフラッグアートと共にお楽しみ下さい。 

会場でお待ちしています。     

  

 

     

           

 

 

―玉川学園地区委員会支援事業― 

 

 
昨年のフラッグアート教室 

in 玉川大学 

是非、一緒に“オールシャインズ”で野球を楽しんでみませんか。昨年は、関団連東京

都優勝、町田市団地野球大会に優勝することが出来ました。大会、学年は異なります

が、選手たちの奮闘で 24年ぶりに優勝旗を見ることができました。 

＜オールシャインズ 代表 浦澤正和＞ 

関団連東京都優勝 

親子試合 

フラッグアート教室 in 玉川大学  

開催日時：2017 年 8 月 20 日（日） 

11:30～15:30 

会  場：大学 3 号館 美術室 

 

と、この玉川学園地域全体が児童館、まちの人が皆児童館職員の目で子どもを見守るまちに近づくと信じています。

子ども達に自分の住むまちに誇りを愛着を！！がころころの願いでもあります。この夏、「ソーラークッキング」で、50

人が鏡でお日様を集めて肉を焼こう等、児童館ならではの企画も考えています。これを読まれた方が「こんなの面白

くない？」とアイディアを持ち込まれるのも大歓迎です。子ども達と一緒に丘の上の小さな児童館を楽しみませんか。

おいでを心からお待ちしております。                        ＜ころころ児童館 館長 内田延子＞ 

 

初夏の清々しいお天気の中、町五小運動

会（5/27）、南大谷中体育祭（6/3）が開催

されました。子どもたちの生き生きと頑張る

姿に、今年も大きな成長を感じました。 

 

  

 

 

ころころ児童館 

玉川学園子どもクラブ 

 

ひと言で言うと「いつも機嫌の良い職員がいて、面白い企画がぎっしり詰まっ

ている」が、ころころ児童館です。その中で今、一番面白いのは「ころころ式！子

どもシェフ養成講座」です。食育の到達点としての「食の自立」です。昨年のキッ

クオフは「おむすびコロリンコンテスト」でした。月一回のペースで「ソーラークッキ

ング」「焚火でバームクーヘン」等をして来ました。今年度は「魔女クッキング」が

終わり、夏に向けて次々実施していきます。この事業にはもう一つの目的があ

り、地域の方々（丘の上のウィッチーズ・ダンディーズ等）と一緒に料理をする事

で顔見知りになり、まちで出会った時に声をかけ合える人間関係を作る事です。 

「魔女鍋のおばちゃん！」「お好み焼のおじちゃん！」と知った顔の大人が増える 

地区委員研修 

 
講師:町田消防署 警防課 

救急業務支援員 小林雅彦氏 

6月 9日、コミュニティセンターにて実施し

ました。心肺蘇生と AEDの取り扱い訓練でし

たが、全員が実体験をすることができ、これ

でいざという時には自信を持って救護に当た

れはずです。大変有意義な訓練でした。 

応急救護訓練 

 
南中ソーラン 5555 

Hey!Say!花笠音頭 大むかで競争 恩田川下り 

町五小 

 

南大谷中 

 

町五小 

 

南大谷中 

 

＜玉川学園・南大谷地域フラッグアート実行委員会 代表 前野紀夫 tomao@jcom.home.ne.jp＞ 
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～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） 

 

この広報誌「絆」やイベントのチラシは玉川学園地区

社会福祉協議会及び玉川学園町内会のホームペ

ージでもご覧になれます。 

今後の行事予定 

○主な学校行事予定 

南大谷中学校  合唱祭 10/31（火） 

南大谷小学校  運動会 9/30（土） 

           作品展 11/10・11（金・土） 

町田第五小学校 ふれあいサタデー 10/28(土）

作品展 11/10・11（金・土） 

○地区委員会行事予定 

玉川学園商店会夏祭り 7/28・29（金・土） 

出店：ヨーヨー釣り 

 

＊＊編集後記＊＊ 
今年もまた、５月１９日の総会の後、新広報部の活動が

スタートしました。今年度は、５名中男性が２名。視点も新
たに、年２回、地域の様子を楽しくお伝え出来ればと願っ
ております。今年度も、どうぞよろしくお願い致します。 

   広報部一同 

 

・6/13（火）  親子ヨガで遊ぼう 

・7/11（火）  リズム遊び☆ダンス☆工作 

・9/12（火）  リトミックで遊ぼう 

・10/24(火) 親子ヨガで遊ぼう 

・11/14(火) 親子でエアロビクス 

・12/15（金） クリスマス会 

＊コミュニティセンターホールにて 

・1/16(火)  リズム遊び☆ダンス☆工作 

・2/20(火)  リトミックで遊ぼう 

・3/6(火)   親子でエアロビクス！ 

 

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） 

 

 

 

こんにち“わ”ーるど 
― 世界は友達 ― 

平成２９年１０月２２日（日） 

１０時～１４時 町五小にて 

実行委員＆お手伝い募集中！ 

第 1 回実行委員会 9 月 8 日（金） 

10 時～コミュニティーセンター３Ｆ 

 

 

 

 あそびに来てね！ 

 

会長 （地域協力者） 舩生　みどり
副会長 （保護司） 村田　功
副会長 （地域協力者） 前田　公子
書記 （地域協力者） 井村　英子
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） 宮崎　千香子
青少年委員 （地域協力者） 西森　久美子
事業部長 （地域協力者） 園田　多美子
広報部長 （地域協力者） 森口　香
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 生活指導主任） 湯沢　一也
〃 （町田第五小学校 校長） 五十嵐　俊子
〃 （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） 品川　泰崇
〃 （南大谷小学校 校長） 関　雅人
〃 （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
〃 （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） 大迫　直恵
〃 （ころころ児童館 館長） 内田　延子
〃 （南大谷中学校 父母と教職員の会） 千葉　順子
〃 （南大谷中学校 父母と教職員の会） 正木　あつこ
〃 （町田第五小学校 PTA副会長） 野村　美江
〃 （町田第五小学校 PTA副会長） 三富　麻里
〃 （南大谷小学校 父母と教職員の会） 久保　真由美
〃 （南大谷小学校 父母と教職員の会） 米倉　由佳
〃 （民生・児童委員） 福田　修一
〃 （民生・児童委員） 渡辺　綱市
〃 （玉川学園町内会） 石原　明
〃 （玉川学園町内会） 大山　憲一　
〃 （玉川学園町内会） 渡辺　圭子
〃 （玉川学園第一住宅自治会） 三田　友香
〃 （玉川学園第一住宅自治会） 古屋　文
〃 （玉川学園興人自治会） 小久保　洋子
〃 （玉川学園興人自治会） 髙橋　直子
〃 （ボーイスカウト 町田第13団） 滝浦　直子
〃 （ガールスカウト 東京32団） 土棚　輝美
〃 （オールシャインズ） 浅見　由香利
〃 （MGサッカークラブ） 桑原　慶子
〃 （南大谷キャッツサッカークラブ） 志村　幸恵
〃 （かたつむり少年団） 中村　真木子
〃 （町田RGたまがわ） 碓井　愛子
〃 （ＢＵＢの会） 金丸　亜紀
〃 （フラッグアート実行委員会） 長曽我部　正
〃 （地域協力者） 井口　展子
〃 （地域協力者） 鈴木　志津子
〃 （地域協力者） 廣瀬　みさき

委員（幹事） （地域協力者） 剱持　勝
〃 （地域協力者） 田中　佳代
〃 （地域協力者） 中川　忠彦
〃 （地域協力者） 松葉　祐巳
〃 （地域協力者） 神谷　友子
〃 （地域協力者） 大藪　真喜子

登録者　28名

2017年度　町田市青少年健全育成玉川学園地区委員会

サポート隊（秋の子どもまつり、イベント等手伝い）
特別協力団体　南大谷小学校オヤジの会


