
- 1 - 

 

4 月より南大谷

小学校に副校長と

して参りました。

恩田川のせせらぎ

と鳥のさえずりを

聞き、癒されなが

ら通勤していま

す。 

南大谷小学校  

副校長  

大波多美穂 

 

 

 

 

 

 松香 光夫 

私は比較的長い間生

物的自然を対象に特に

大学生を相手に研究活

動と教育活動を続けて

きました。一区切りが

ついたところで、いわゆる町内会活動に

入って主に高齢者仲間と自分たちの生活

を充実させるように気を配っても来まし

た。この度ご縁があってこれまでよりも

若い「青少年」へと対象を移して、これ

からの地球を背負ってくれる人たちと、

歩調を合わせていきたいものと思っています。短い移行期間におつき合いさせてもらっ

た皆さんが、いずれも自信に溢れ、頼りがいのある世話人でもあることから、こどもか

ら大人まで、更に高齢者の皆さんを含む多様な構成員による愉しいコミュニティを作っ

ていくお手伝いが出来たら良いなと思っています。 どうぞよろしくお願いします。  
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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

副校長、玉川中央幼稚園副園長、玉川さくら保育園園長、ころこ

ろ児童館館長を含む今年度団体選出及び地域協力者の地区委員。 

玉川学園町内会長、小中学校ＰＴＡ・父母と教職員の会会長、 

町田第五小学校校外委員会などの各団体代表の方々と共に。 

新任の先生のご紹介 

        舩生 みどり 【会長退任を迎えて】

私の地区委員会活動の原点は、17年前、児童館候補地の原っ

ぱでのじゃぶじゃぶ広場でした。南大谷小オヤジの会作の簡易

プール、地元の水道工事のおじさん作のシャワー設備、地元消

防団の消防車と放水、タンカ訓練。何もない原っぱに様々な人

の力が結集してあっという間に子どもたちが目を輝かせて大

喜びできる天国ができあがり、驚きと感動！！ 

その後、創造豊かな秋の子どもまつりの企画にも子どもと一

緒に私もわくわく。自分で企画した町五小裁判員裁判や様々な

企画で子どもの知恵と可能性を改めて知り、自分の狭い子育て

の考え方に大きな変化が芽生えていきました。子どもたちの成

長の為にしている活動がどれだけ自分を成長させてくれたか、

会長を無事に終えた今つくづくと実感しております。地域の皆

様と子どもたちに今は感謝の気持ちでいっぱいです。 

今後も楽しく、地域で何かのお役に立てたらと思っています。 

地域の皆様のお力を借りながら教

育活動に邁進したいと思います。

宜しくお願い致します。 

 

http://www.taka.co.jp/tada/detail.php?id=1206&cid=4&cid2=13
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ぼくは、ひなた村でクリームシチュー作りにさんかしました。

まず、たきびをするのに、まきをあつめました。たきびはすご

い高さのほのおがあがり、すごくあつくて近づけませんでし

た。小さくなったたきびの中にアルミホイルでくるんださつまい

もや、やさいを入れました。できあがったシチューといっしょに

たべ、やきキャベツがとくにおいしかったです。午後は、ダンボ

ールに立ち、サーフィンのように丘をすべりました。スピードが

でて、おもしろかったです。ハンモックはいろいろな高さがあ

り、ぼくは高い方がすきでした。なぜかというと、高い方が大き

くゆれ、いっぱい動くからです。また来年もさんかしたいです。 

＜町五小 3年  桑原海成＞>  

 

町田ＲＧたまがわ 

ビオトープ☆町五小での活動をご紹介します！ 
 プールの生き物観察、ヤゴ救出 
学校ビオトープの会は、町五小の中に自然生態系に近づけたビオトープ（生

き物がいる場所）をつくったり、子供たちがいろいろな生き物たちと触れ合える機

会をつくろうと活動しているボランティアグループです。 

会として子供たちといろいろなことにチャレンジしてきました。 

その中でプールの生き物観察とヤゴ救出はスタートの2004年から続いている

中心的な催しで、いまは授業の一環として実施しています。 

毎年プール授業が終わった秋にトンボがたくさん来てくれるようにススキのい

かだをつくって浮かべて、その次の年、夏のプールが始まる前の６月ごろに同じ

子供たちがプールで生き物観察、ヤゴ救出をしています。 

去年の秋から２年生でイカダづくり、今回初めて３年生でのヤゴ救出でした。 

昨年までの４年生より１年早いと、やり方も、できる範囲も少し違うといった印

象もありましたが、やはり子どもたちの反応は活気がある力強いものでした。 

バーチャルでなく直接ふれる体験の重要性をひしひしと感じるひと時でした。 

＜町五小 学校ビオトープの会 メビタマ（加藤）＞ 

 

わたしたちは町五小の体育館で、月曜日と金曜日新体操をやっています。 

先生は少しこわいけど、おもしろくてみんな大好きです。 

年に一度、発表会と選手けんがあります。発表会はクラスみんなで発表す

る会です。選手けんは点数や順位もつくので、一年の成果が感じられます。

発表会や選手けんで着るキレイな衣しょうをつくってくれるのは母です。母も

作るのをたのしんでくれています。 

ほかには夏に合宿、冬にクリスマス会もあり、とってもおもしろいです。 

そんな楽しくておもしろいクラスに私は 6年間います。仲間もふえて活気あ

るクラスが大好きです。わたしは大きくなって、修了生がおどれるコンガがお

どりたいです。                    ＜町五小 4年 青木楓子＞ 

 

育成団体のご紹介 

地区委員会事業部による野外イベントが開催されました！ 

―やきいも！クリームシチュー！ 
森のハンモック&丘すべり― 
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昨年度より「南大谷小まちとも協議会」を立ち上げ、南大谷小学校らしい新たな「まちとも」 

の実施に向けて準備を重ね、2018 年４月より「南大谷小学校放課後子ども教室（南大谷

小まちとも）」を開始いたしました。図書室や多目的室を開放しての「なかまちとも」は毎日やっています。宿題をし

たり、本を読んだり、トランプや折り紙、縦型４並べゲーム（コネクト４）などの室内あそびを楽しんでいます。校庭開

放の「そとまちとも」では元気に芝生の校庭でボールやフラフープを使って遊んでいます。月に１回地区協議会の

ボランティアの方々のキャッチボール体験があり、子どもたちはとても楽しみにしています。他に南大谷小らしい取

り組みとして、「まちともあぐり」（アグリカルチャー：農業体験）と「まちともえいご」を週に１回のペースで開催してい

ます。「あぐり」という言葉は子供たちの中にはすっかり定着していて「今日のあぐり何だろう？」などと話していま

す。種まき～収穫までを体験することで様々なことを感じてほしいです。４月・５月の参加児童数は延べ 2707 人、

平均１日 80人ほどで、多い日は 120人を超えての参加です。今後も協議会・スタッフで切磋琢磨しながら、子供た

ちにとっての「安全で楽しい居場所」づくりを進めていきたいと思います。 

＜南大谷小学校放課後子ども教室 運営協議会  太田まゆみ＞ 

 

新まちとも 
 

南大谷小学校よりご報告 

 

運動会・体育祭 地区委員研修 

町田第五小学校運動会（5/26） 

お知らせ  

>毎年町田第五小学校、南大谷小学校児童が大勢参加。玉川大学芸術学部学生と南大谷中学校 

美術部生徒が制作指導。制作物は、商店会や恩田川などに飾られます。地域の方々もフラッグ 

アートの制作現場と大学のオープンキャンパスを共にお楽しみください。 

>   ＜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＞ 

 

実施日：8 月 19 日（日）11:30〜15:30（玉川大学オープンキャンパス日） 

会場：玉川大学３号館 美術室 
 

> 

 

in 玉大 

南大谷中学校体育祭（6/2） 

まず中で宿題を

してから遊ぶ。 

 

 
あぐりが楽しみ、おみ

やげが楽しみ。 

 

 

うす紙でカーネーションをつくった。

ママにあげるの楽しみ。 

 

 

僕のまいたトマトの

芽がでた！ 

 

 

子どもたちの声 

今年も天候に恵まれ、笑顔と活気があふれる一日となりました！ 

6 月 15 日（金）町田第五小学校 PTA 会議室にお

いて、「鼻血が出た」「やけどをした」「過呼吸になっ

た」「熱中症になった」「蜂に刺された」等、日常起こ

りうる色々な場合の応急手当についてお話がありま

した。受講者から多くの質問がでましたが、一つ一

つ丁寧に回答を頂き、有意義 

な講習となりました。 

 

応急手当講習 
―あんなときこんなときどうする？― 

講師：玉川学園ゆい訪問看護ステーション 

山田桂子氏 

javascript:WriteMail('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） 

 

会長（地域協力者/町五小理事） 松香　光夫

副会長（地域協力者） 前田　公子

副会長（地域協力者） 田中　香世子

書記（地域協力者） 千葉　順子

書記（地域協力者） 宮崎　千香子

会計（地域協力者） 志村　幸恵

会計（ボーイスカウト　町田13団） 滝浦　直子

青少年委員/南大谷中理事 西森　久美子

事業部長（MGサッカークラブ） 秋田　史津香

広報部長（民生児童委員） 渡辺　綱市

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） 湯澤　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） 橋本　豪

〃 （南大谷小学校　校長） 関　雅人

〃 （南大谷小学校　副校長） 大波多　美穂

〃 （南大谷小学校　生活指導主任） 田中　啓嗣

〃 （玉川中央幼稚園　園長） 小島　澄人

〃 （玉川中央幼稚園　副園長） 斎藤　久美子

〃 （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） 小島　圭子

〃 （南大谷中学校　父母と教職員の会） 八代　美砂子

〃 （町田第五小学校　PTA副会長） 小澤　雅子

〃 （町田第五小学校　PTA副会長） 高瀬　しのぶ

〃 （南大谷小学校　父母と教職員の会） 米倉　由佳

〃 （南大谷小学校　父母と教職員の会） 三邉　千里

〃 （民生児童委員） 福田　修一

〃 （保護司）（幹事） 村田　功

〃 （玉川学園町内会） 石田　嗣子

〃 （玉川学園町内会） 石原　明

〃 （玉川学園町内会） 上原　洋

〃 （玉川学園町内会）（幹事） 大山　憲一　

〃 （玉川学園第一住宅自治会） 清水　和夫

〃 （玉川学園第一住宅自治会） 杉浦　洋子

〃 （玉川学園興人自治会） 迫田　京子

〃 （玉川学園興人自治会） 水上　千恵子

〃 （ガールスカウト　東京都第３２団） 土棚　輝美

〃 （オールシャインズ） 野村　美江

〃 （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） 木村　ゆう

〃 （かたつむり少年団） 佐藤　麻依

〃 （町田RGたまがわ） 前田　結希

〃 （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/南大谷小新まちとも運営委員） 菅原　純

〃 （地域協力者） 園田　多美子

〃 （地域協力者） 廣瀬　みさき

〃 （地域協力者） 森口　香

〃 （地域協力者/町五小まちともコーディネーター） 山内　亜佐子

〃 （地域協力者）（幹事） 梅原　麻朱美

〃 （地域協力者）（幹事） 大藪　真喜子

〃 （地域協力者）（幹事） 剱持　勝

〃 （地域協力者）（幹事） 但木　優介

〃 （地域協力者）（幹事） 田中　佳代

〃 （地域協力者）（幹事） 中川　忠彦

〃 （地域協力者）（幹事） 舩生　みどり

〃 （地域協力者）（幹事） 松葉　祐巳

登録者27名

特別協力団体　南大谷小学校オヤジの会

サポート隊・子どもまつり手伝い

2018年度　町田市青少年健全育成玉川学園地区委員会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

   

 

 

 

秋の子どもまつり 

2018年 10月 21日（日） 
時間 10時～14時 

町田第五小学校 校庭にて開催 

 今年はどんな楽しいことがあるかな？ 

お楽しみに！！ 

*** 編集後記 *** 
今年度は新しいメンバー1名を迎え、6名で広報部

の活動を行います。地域の皆様と情報を交換し合い、
助け合いながら、子どもたちを取り巻く様々な活動や
話題を伝えていきたいと思っております。宜しくお願い
します。                   広報部一同 

              

月 1回（8月を除く）火曜日 10時半〜11時半 

ころころ児童館学童保育室にて（0～2歳児対象） 

参加費：子ども一人あたり 100円 

6/12  リトミックで遊ぼう 

7/10  リズム遊び☆ダンス☆工作 

9/11  リトミックで遊ぼう 

10/23 親子ヨガで遊ぼう☆ハーブティーあります

11/13 親子でエアロビクス！  

12/18 リトミックで遊ぼう 

1/15  リズム遊び☆ダンス☆工作 

2/26  親子でエアロビクス！ 

3/5   親子ヨガで遊ぼう☆ハーブティーあります 

 

今後の行事予定 

○主な学校行事予定 

南大谷中学校  合唱祭 11/2（金） 

南大谷小学校  運動会 9/29（土） 

           学習発表会 11/9・10（金・土） 

町田第五小学校  ふれあいサタデー 10/27(土） 

学習発表会 11/22・23（木・金） 

○地区委員会行事予定 

玉川学園北口商店会夏祭り 7/27・28（金・土） 

出店：ヨーヨー釣り 

 

 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（QR

左）及び玉川学園町内会（QR右）の

ホームページでもご覧になれます。  

 

 

 
お土産に麦茶

があるよ！ 

 


