
 例年ですと、４月に旧・新年度の役員が打ち合わせ、 

5 月の第１回定例委員会をもって、町田市青少年健全育成 

玉川学園地区委員会の活動が始まります。 

が、予定通りに進んだのは前年度の「絆」（９４号）の  

発行までで、２月以後は新型コロナウイルスの蔓延の 

恐れを避けて、小学校の公式行事、町田市の公式イベント 

を含め、地区委員会の活動もままなりませんでした。 

今年度は、第１回の定例委員会も密を避けて書面開催と 

させていただきました。書面表決の結果、活動報告及び 

計画案、決算報告及び予算案、新役員などが承認されました。 

異例なスタートとはなりましたが、子供達の成長を止めることがないように、各種の行事を含めて、健全

育成の方策施行には、皆様のお知恵とご協力をいただきながら、進めてゆきたいと思いますので、変わらぬ

ご支援をお願いいたします。 
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新任の先生のご紹介 

町田市立南大谷小学校 

校長 永井 晋 

町田市立南大谷中学校 

校長 小島 千惠 

市内より南大谷中学校に着任いたしました 

校長 小島 千惠と申します。 

これまで多くの方々によって玉川学園地区で

受け継がれてこられた、人と人との結びつきを大

切にした取り組みに参加できること、そして、新

しい様々な出会いがあることを心より楽しみに

しております。よろしくお願いいたします。 

未来を創る子どもたちの健やかな成長を実現

するためには、地域や保護者の皆様と学校とが協

力し、共に歩んでいくことが欠かせません。子ど

もたちの輝く笑顔のために、地域と共にある教育

活動を推進していきたいと考えております。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

市内木曽境川小学校から南大谷小学校に着任し

ました校長 永井 晋と申します。 

コロナ禍の新しい生活様式のこの時期に着任し、

皆様にもなかなかお目にかかることもできません

が、どうぞよろしくお願いいたします。１０年くら

い前に成瀬台中学校で（実は中学校の教員です）副

校長をしていましたので、なんとなく地域の様子は

理解しているつもりです。地域に支えられ保護者と

教職員で良い学校をさらに良くしていきたいと思

っています。以前、ニューヨーク日本人学校に３年

間、マイアミ補習授業校に３年間勤務していまし

た。９．１１同時多発テロにも直面しました。そん

なお話もいつかできればと思っています。皆様にお 

目にかかれる日が早く来ることを願っています。 

6 月 12 日(金)   新旧役員会開催(第一住宅自

治会館にて)。 2020 年度玉川学園地区委員会

活動開始。 

2020 年度地区委員会活動について   会長 松香 光夫 

～みんなで育てよう 地域の子どもたち～ 



【町田市青年健全育成 50 周年記念誌の発行】 

町田市青少年健全育成地区委員会は、昨年度５０周年 

を迎え、2 月に記念誌を発行いたしました。 

地区委員会の歴史や各地区の活動の様子などご覧に 

なれます。町田市ＨＰ、又はころころ児童館と 

玉川学園地区社会福祉協議会事務所にて閲覧できます。 

   

 

 

 

 

 

https://kosodate-machida.tokyo.jp/material/files/group/6/50shunen_kinenshi.pdf 

 

【玉川学園地区委員会所属団体のご紹介】 

 

   

   

 

地域に根ざした社会福祉法人 光琳会 玉川さくら保育園は 

開園 18 年目を迎えます。「何だろう…」と思うきっかけから意欲に繋げていくことは幼少期にとても大切です。 

戸外でたくさん身体を動かすことで、心身の発達を促し、様々な経験から、興味や関心を高めます。 

町田市で昨年度から策定された「小学校との接続カリキュラム」に伴い、町田第五小学校とは多く交流を持ち、

年長児やその保護者の方の就学への不安を解消しています。また、ご近所の居宅介護支援事業所の桜実会には、

散歩途中に立ち寄らせて貰うこともあり、敬老会等の交流を子供や私たち職員も楽しみにしています。  

コロナ感染症防止対策で毎月の行事が中止になっていますが、地域の方との結びつきは今後も大切にしていき

たいと思います。子育てひろば事業である「わいわいひろば」では 月、火、木、金の 

8：30～11：30 園内、園庭（なかよしひろば）の開放も行っていますので、 

お子さまと気軽にお立ち寄り下さい。        （玉川さくら保育園 園長 大迫 直恵） 

ことりの森保育園は玉川中央幼稚園の姉妹園として、

昨年開園しました。ことりの森保育園が大切にしている

ことは「ていねいな保育」です。子どもたちの気持ちを

こまやかに読みとり、応答的に対応するように心がけて

います。「きっと子どもたちはこうしたい」という子ど

もの願いをていねいに拾い、それに対してていねいに寄

り添うよう先生たちは毎日笑顔で努力しています。   

また長い時間を過ごす保育園が落ち着ける場所楽しい

場所であるためにスキンシップを大切にし、幼稚園バス

に乗って公園にお出かけをしたり、英語の先生とリトミ

ックをしたりと保育内容を工夫しています。 

地域との関りも大事にしたいので、ころころ児童館

に定期的に遊びに行っておはなし会やクッキング 

イベントに参加しています。みなさん、黄色と黄緑色の

帽子の小さな子どもたちがお散歩していたら、声を  

 かけてくださいね。 

(ことりの森保育園 園長 中川 暁子) 

緑の丘の赤い屋根が目印の 

玉川中央幼稚園は、創立 56 周年を迎えます。 

地域のみなさまに愛される幼稚園を目指して、 

毎日楽しく保育を行っています。 

自然がいっぱいの小鳥の森広場で、野菜や果物

を育てて収穫したり、あそびを通して英語に親し

みながらコミュニケーション能力を育てたり、体

操の先生と元気いっぱいに体を動かしたりと、子

どもたちの興味関心が広がって主体的な学びが

できるよう多彩な保育が毎日展開されています。 

そして玉川中央幼稚園の一番の自慢はアット

ホームなところです。 

先生みんなが子どもたちのお名前や顔を知っ

ていて、あたたかく細やかに成長を見守っていま

す。ぜひみなさんも玉川中央幼稚園に遊びにいら

してくださいね。 

（玉川中央幼稚園 園長 小島 澄人） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町田第五小学校 「新まちとも」が今年度からスタート！ 

町田市で２００９年より「子供の放課後の居場
所作り」として開催されている「まちとも」が今年度 4 月から町
田市の委託を受けて「新まちとも」（ 町田第五小学校での名称は
『まち GO！』 ）としてスタートしました。 
コロナウィルス感染の影響で 6 月 15 日から段階的に開始し、

6 月 29 日からは通常通り毎日、外（校庭か体育館）、中（室内）
両方で過ごせるようになっています。 
★月火木金⇒○外 15：30～17：00  ○中 14：30～17：00、 

★水⇒○外○中 13：30～17：00   ★土⇒○中 10：00～12：00 
『まち GO！』では土曜日の午前中も室内のみですが開催して

います。そして、今まで「ら・ぽルと」として活動していた講座
（書道、生け花、日本舞踊、フラワーアレンジ、お箏、フットサ
ル、合唱、吹奏楽、茶道 New）も『まち GO！』の時間内に開催
されます。要申込制です。 
子ども達が、学年を越えて自由に遊ぶことの出来る場所となる

よう、スタッフで協力しながら見守っていきたいと思います。 
『まち GO！』の様子を是非見に来てください。 

 
(町田第五小学校放課後子ども教室運営協議会 山内亜佐子) 

 
 

 

 

 

【野外事業】 
 

今日は、ひなた村に行った。少し雨がふっていて、たき火できる
かな～って思った。雨で少しわたしはさむかった。どんどん人があ
つまって、たき火はだめかと思ったけど、できた。そして、とうと
うやきいもをすることになった。子どもがたくさんやきいものじゅ
んびをした。わたしもやった。かんたんだった。そしてスタッフが、
たき火の中にいれてくれた。少しきんちょうした。でも、えがおで
いれてくれた。わたしは、心の中で、「やさしいなー」って言った。 
ほかのやさいを切っているチームはたいへんそうだった。とんじ

るをつくる人もたいへんそうだった。 
とうとうやけた。やさいもあれば、わたしがつくったやきいもも

あった。まず、キャベツを食べようとしたら、スタッフが、「しおど
うぞ」と、言ってくれた。そしてつかった。「おいしっ」と言ってば
くばくたべた。わたしは、心の中で「ここにこなきゃ味わえない味
だ‼これは、スタッフやここにいる人がいなきゃできないことだ‼ 
スタッフに感謝しなきゃ‼」と思った。わたしは、「ありがとう」と
言った。 
スタッフが、「えい画とゲームがたてものの方でできるよ」とい

っていった。えい画をみて、お金ゲームをしてかえる時間になった。
母とごうりゅうした。さむくなくなった。スタッフからあまりのや
さいとおちゃとビスケットをもらってかえるとちゅうで、ビスケッ
トを 1 まいたべたら、スタッフのやさしさを思いだした。           

  
 

 

 

 

 

※ 雨 天 の た
め、森のハン
モック＆丘滑
りは中止でし
た。 

 

◎南大谷中学校はフラッグアート授業開催予定です。 
街を元気にするフラッグをお楽しみに‼ 

展示予定：恩田川 10/11～25、商店会 12/6～20 

 

 

【協力事業】 
 

◎フラッグアート教室 in 玉川大学 
毎年 8 月に開催。 
今年度は、新型コロナウイルス感染症の
ため、中止となりました。 
来年の夏の再開をお楽しみに！ 

 
昨年の南大谷中ＦＧ(恩田川) 

 

(町五小 3 年 小堀紗知) 

≪やさしいスタッフ≫ 

 

◎南大谷小学校と町田第五小学校のフラッグアート
授業は、残念ながら今年度は中止。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

   

 

 

 

 

 

 

※6,7 月は、新型コロナのため中止いたしました。 

9/15   リズム遊び☆ダンス☆工作 

10/27  親子ヨガで遊ぼう 

11/17  リズム遊び☆ダンス☆工作 

12/15  リトミックで遊ぼう 

1/19   リトミックで遊ぼう 

2/16   リトミックで遊ぼう 

3/9    親子スキンシップ遊びと骨盤体操 

 

月 1 回（8 月を除く）火曜日 10 時半〜11 時半 

ころころ児童館ホール(０歳〜未就園児親子対象） 

参加費：無料  大人はマスク持参、着用 

中止になる場合もありますので、開催日直前の 

町内会掲示板などでチラシをご確認ください。 

 

～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) 

 

 

【今後の行事予定】 

○地区委員会行事予定 

（日程は未定、内容変更もあります） 

研修事業：11 月〜12 月頃 干し柿づくり  

野外事業：1〜2 月頃 ひなた村に集合！ 

焼き芋や森遊び他 

○主な学校行事予定 

南大谷中学校(体育祭、合唱祭など)  

南大谷小学校(運動会、学習発表会など)  

町田第五小学校(運動会、学習発表会など)         

新型コロナの影響で不確定なので、各学校 

のＨＰなどで適宜ご確認ください。 

 

 

 

 

 

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。 

残念ながら中止とさせていただきま

した。 来年をお楽しみに！ 

 

  

 

みんな 

来てね〜     

2020 年 10 月 25 日（日）に予定

しておりましたが、新型コロナウィ

ルス感染拡大防止のため、今年度は 

＊＊＊＊＊＊＊ 編集後記 ＊＊＊＊＊＊＊ 
新型コロナの影響で１か月遅れとなりました

が、「絆 95 号」を発行することができました。   
原稿や写真の提供などにご協力頂いた方々

に心よりお礼申し上げます。   広報部一同 


