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 松香 光夫 

会長をお引き受

けして２年目に入

ります。この１年間

は見習い期間とし

て、地区委員会の活動を脇役とし

て見守ってきたと言えます。それ

ぞれの委員がそれぞれの立場を

踏まえて子ども、若者のために大変積

極的に活動をされているのを感心して

見せてもらいました。２年目は脇で見

ているのではなく中に入って何かを動かしていく立場にならねばなりません。とは言え、皆様のお力に頼

るところは大きいので、今年もどうぞよろしくというのがご挨拶になります。 

町田市も公立校のコミュニティスクール化に乗り出します。ますますコミュニティを 

背負っている私たちの力の見せ場が多くなるでしょう。皆で頑張りましょう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長よりご挨拶 
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三校（南大谷中・町五小・南大谷小）の校長・副校長・PTA（父母教）
会長・校外委員会正副委員長、玉川さくら保育園副園長、ことりの森
保育園施設長、ころころ児童館館長、町内会自治会他各団体代表者
や選出委員、地域協力者委員の皆さん 

新任の先生のご紹介 

2019年度地区委員会活動がスタートしました！ 

 

 

【青少年健全育成地区委員会 50周年式典】  

１１月３０日（土）市民ホール 

町田市青少年健全育成地区委員会が創設されて５０周

年になります。地区委員会連絡協議会では記念式典の開

催と記念誌の発行を予定しています。 

 

実施日 ： 8 月 18 日（日） 10:30〜14:30 

（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 

  毎年地域の小学生や中学生が 

大勢参加。地域の方々も是非制作 

を見学に来てください。 

 

－地区委員会協力事業－ 

町田第五小学校 

副校長 日下勝豊 

市内より町田第五小学校に着任しまし

た副校長 日下勝豊と申します。爽やか

な風が流れ、温かい地域の方々がいらっ

しゃるこの玉川学園地区は大変素晴らし

いエリアであると日々感じております。

地域の皆様・保護者の皆様・学校が連携

してこそ子どもたちにとってよりよい教

育ができると考えております。子どもた

ちのため、皆さまと共に全力で教育活動

を推進していきたいと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。 
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遡ること 50 年前の昭和 45 年、玉川学園を含む 18 の地域で【町田市青少年対策地区委員会】が誕生、

その後、平成 10 年【青少年健全育成地区委員会】と名称変更、現在 24 の各地域で活動しています。 

玉川学園では、昭和 52 年広報誌【地区対だより】第 1 号を発行、平成 5 年には【絆】に名称変更され

現在にいたっています。第 1 回【秋の子どもまつり】が昭和 61 年に町五小校庭・旭公園・スポーツ広場

（現在は住宅地）の三ヵ所で行われ、幼い娘を連れふらっと訪れた私は、子どもたちが目を輝かせて夢中

で遊ぶ姿と、それにもまして各コーナーのお母さんたちが生き生きと大声で呼び込みをしていた姿に感

動したことを今でも覚えています。その時からお手伝いの 5 年間を経て、委員になって 10 年、会長とし

て 11 年の長いお付き合いが始まりました。大人たちが手を繋ぎ地域の中に子どもたちの活躍できる居場

所をつくりたい、との先輩諸氏の熱い思いが、脈々と受け継がれているのを感じます。 

どんな行事でも学校や地域の方、サポート隊の方、様々な場面・形で応援してくださる大勢の方々と共

に歩み、実現してこられたと、感謝の念とともに感じています。子どもたちに豊かな子ども時代を、故郷

として心に残る思い出を、と活動する中で気付かされました。「子どもたちの為に」が同時に私たち大人

の為にもなっていることに・・・ 

そして、やっぱりこの思いに行きつきます。  

最後に心に残るお手紙(故ベーゴマ名人から)の一部をご紹介させていただきます。 

地区委員会創立 50 周年 

昔の秋の子どもまつり 
手作り神輿で練り歩く 

3 丁目原っぱでのイベント 
この町に児童館を！の活動 

ひなた村では、けんちん汁と焼き芋を焼いて食べました。

けんちん汁は色々な具が入っていて、わたしはその中の 

人参と大根とこんにゃくを切りました。焼き芋はみんなで

アルミホイルにつつんで焼きました。作るのは大変だった

けれど、とてもおいしくておかわりもしました。 

 ほかにも、ハンモックや丘すべりなどの遊びもありまし

た。ハンモックはとても人気があって、あまり乗ることが

できませんでした。丘すべりは、ダンボールに乗って丘 

をすべります。すべるときに、スピードが出て風を切っ 

てすべるのがとてもおもしろかったです。 

 わたしは、今回で二回参加しました。とても楽しかった

ので次回も参加したいです。   町五小 5 年 浅見史織 

 

 

たき火・焼き芋・さつま汁＆森のハンモック・丘滑り 

地区委員会は 50 年間、その時代
に応じ、子どもたちの為に様々な
活動をしてきました。 

その中で 20 年以上の長きに渡っ
て活動された第９代会長の堀内
悠子様より、地区委員会への思い
を一筆いただきました。 

 

 

町五小で裁判員模擬裁判 
地区委員会-学校共同授業 

 (前文略） 大勢のお父様お母様方が遊びを通して心を通い合わせることが、
子等にとって第一に大切な生活だと思っております。そんな姿を沢山沢山見せ
ていただき参加させて下さいましたことに厚く御礼申し上げます。 久保 
 

 

―大人がニコニコしていなきゃ 

   子どもだって輝けない― 
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南大谷小 道徳授業地区公開講座 5/25

『子どものやる気を育てる 〜脳科学の見地から〜』

（玉川大学 脳科学研究所 松元健二教授）

やる気に対して重要な働きを持つ前頭前野や

線条体のこと、ご褒美を与えることでむしろ

やる気を損なうアンダーマイニング効果、失

敗をポジティブに捉えられる自己決定感など、

専門用語や図を交え、詳しく教えていただきました。

「まあち」が 4/28 に３回目のバースデーイベントを

開催。玉川学園地区委員会はポップコーンのお店で

参加。作ったポップコーンは好評のうちに完売。

研修チーム

今年もひなた村で野外活動を実施しま

す。子どもたちの成長を地域で見守っ

て行きたいという思いをもとに、ひな

た村でたくさんのお子さんの笑顔に出

会えることを楽しみにしています。皆

さまと力を合わせてがんばります。

野外チーム

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（未就学児対象）

参加費：子ども一人あたり１００円

講師：町田消防署警防課救急係

救急業務支援員 小林政彦氏

町田第五小学校多目的室にて心肺蘇生と AED 取

り扱いの実地訓練を小林氏のユーモアを交えた

指導の下で地区委員 30 名が参加しました。

広報部

きらきらシャボン玉、夏の商店街のお祭りでのヨーヨー、

秋の子どもまつり、ひなた村のイベント…、子どもたちの

笑顔が溢れる時を今思い出します。開放団体がきっかけで

参加した地区委員会ですが、初めの 1年は何の団体なの

か、どんなことをしているのか分からず、右往左往してい

る間に終わってしまいました。ご縁があり、次の年からも

委員を続けて数年、1 年を通して色々な活動があるため大

変な時期はありましたが、辛いと思うことはありませんで

した。それは、委員の皆様が生き生きと、楽しく活動され

ていたからだと思っております。子どもたちの輝く笑顔に

出会う機会をいただけ、楽しい時間を過ごせましたことを

心より感謝いたします。 （前田公子〉

〈

役員会、事業部各チーム&広報部のご紹介

ぴよたまチーム

ふるさとは玉川学園―子ど

もの頃の思い出が多い街、住

んでいて良かった街、安全・

安心な街、そして他人への思

いやりが常に共存出来る街

を目指していきます。

新副会長 上原洋

今年も「絆」を年２回（7月/3 月）発行

します。身近で楽しい読み応えのある紙

面づくりを目指します。

お楽しみに！

まだ右も左も分からない状

態ですが、ベテランの皆様

にご指導いただきながら、

生まれ育ったこの玉川学園

地区に少しでも貢献するこ

とができたら嬉しいです。

新副会長 高倉麻依子

今年も、みなみおおやまつり、キラキ

ラしゃぼん玉の準備を頑張っていきた

いと思います。次年度へ引き継ぎをし

っかりしていきたいです。

6/18 金丸亜紀先生 リトミックで遊ぼう

7/16 ピノキッズ リズム遊び☆ダンス☆工作

9/17 金丸亜紀先生 リトミックで遊ぼう

10/15 八城純子先生 親子でエアロビクス！

11/12 筒井祐子先生 親子ヨガで遊ぼう
☆ハーブティーあります

12/17 金丸亜紀先生 リトミックで遊ぼう

1/21 ピノキッズ リズム遊び☆ダンス☆工作

2/18 八城純子先生 親子でエアロビクス！

3/3 山木瑞枝先生 親子スキンシップ遊びと骨盤体操
☆たんぽぽコーヒーあります

第一住宅自治会から地区委員の担当になり、なぞ多き世界

へ。広報部に所属し、“絆”の制作に携わりました。(切

り貼りして原紙を作っていた時代です）1 年で終わるもの

と思い過ごすと、色々なことが見えてきてきました。一番

は“秋の子どもまつり”です。違う世代や立場の違う方々

と一つの物を作り上げる“パワー”に感動。イベントのプ

ロでもなんでもないふつーの主婦だったり。また、地区委

員会になったからこその、人との出会いも沢山あります。

まだ仕事もしていなかった私の“自分の居場所探し”中に

たまたま出合った地区委員会。まだまだなぞ多き世界に思

われていますが、私にとっては色々な経験をさせてくれた

“
い

良
ば し ょ

場所”となりました。 （田中香世子）

役員会

事業部一員として、日頃自宅の庭

先で実っている柿に目をつけて

もらいたく、特に晩冬になって鳥

の餌になっている渋柿を再利用

して、干し柿に挑戦して柿の存在

を再認識して欲しいと思います。

キラキラしゃぼん玉チーム

お子さんは自由に楽しめるよう、そし

て保護者の方にもリフレッシュや情

報交換の場所になればいいなと思い

ます。お気軽に遊びに来てください。
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♪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。

〇主な学校行事予定

南大谷小学校 運動会 9/28（土）

南大谷中学校 合唱祭 10/29（火）

南大谷小学校 作品展 11/8（金）-11/9（土）

町田第五小学校 ふれあいサタデー 10/19（土）

作品展 2/21（金）-2/22（土）

〇地区委員会行事予定

・商店会夏祭りヨーヨー釣り出店 7/26-7/27

・桜実会福祉祭り焼き鳥出店

・研修事業干し柿づくり 10/19

・野外事業ひなた村 2/16

今後の行事予定

2019 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／学校支援地域理事) 松香 光夫

副会長 (玉川学園町内会) 上原 洋

副会長 (町田第五小学校 PTA 副会長) 高倉 麻依子

書記 (地域協力者) 千葉 順子

書記 (玉川学園第一住宅自治会) 大竹 亜希

会計 (地域協力者) 志村 幸恵

会計 (ボーイスカウト 町田第１３団) 滝浦 直子

青少年委員 田中 美香

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) 氏家 正博

〃 (町田第五小学校 校長) 五十嵐 俊子

〃 (町田第五小学校 副校長) 日下 勝豊

〃 (南大谷中学校 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

〃 (ことりの森保育園 施設長) 中川 暁子

〃 (南大谷中学校 父母と教職員の会)ウィリアムス利恵

〃 (南大谷中学校 父母と教職員の会) 栗原 恵子

〃 (町田第五小学校 PTA 副会長) 小堀 美由紀

〃 (南大谷小学校 父母と教職員の会) 三邉 千里

〃 (南大谷小学校 父母と教職員の会) 小室 ルリ子

〃 (民生・児童委員) 福田 修一

〃 (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)（幹事） 大山 憲一

〃 (玉川学園第一住宅自治会) 新藤 純子

〃 (玉川学園興人自治会) 伊藤 綾子

〃 (玉川学園興人自治会) 山岡 允子

〃 (町田地区保護司会)（幹事） 村田 功

〃 (町田地区保護司会) 渡邊 泰史

〃 (ガールスカウト東京都第 32団) 土棚 輝美

〃 (ガールスカウト東京都第 32団) 今井 悦代

〃 (オールシャインズ) 渋谷 真由美

〃 (MG サッカークラブ) 三﨑 夕雨子

〃 (南大谷キャッツサッカークラブ) 吉野 玲子

〃 (かたつむり少年団) 佐藤 麻依

〃 (町田 RGたまがわ) 小島 圭子

〃 (町田 RGたまがわ) 浅見 由香利

〃 (フラッグアート実行委員会) 前野 紀夫

〃 (地域協力者) 園田 多美子

〃 (地域協力者) 山内 亜佐子

〃 (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） 田中 佳代

〃 (地域協力者)（幹事） 田中 香世子

〃 (地域協力者)（幹事） 中川 忠彦

〃 (地域協力者)（幹事） 西森 久美子

〃 (地域協力者)（幹事） 舩生 みどり

〃 (地域協力者)（幹事） 松葉 祐巳

〃 (地域協力者)（幹事） 宮崎 千香子

サポート隊 登録者 33 名

特別協力団体 南大谷小学校オヤジの会

2019 年 10 月 27 日（日）予定

時間 10 時～14時

町田第五小学校 校庭にて開催

秋の 1日、今年もふるってご参加ください。

どの団も優勝を目指し、

競技も応援も頑張りました！

五月晴れ、

力を合わせて良い汗かいて、

みんなが主役の町五小運動会


