
 

 

 

 

 

 

 

 

正式なマスコットキャラクター募集チラシは、4 月以降に配布、設置予定です。詳細はそちらをご覧ください 

＜主催＞ 町田市青少年健全育成玉川学園地区委員会「公式マスコットキャラクター選考委員会」 

＜デザイン内容＞玉川学園地区の「子どもたちと地域のつながり」をイメージした親しみやすいキャラクター 

＜応募資格＞玉川学園、南大谷地域内の学校(小・中学校、高校、大学)に在学中の方、 

玉川学園在住の方 

＜応募方法・応募先＞seishoken.tamagawa@gmail.com に添付送信（お問い合わせも可） 

または、町五小、南大谷小、南大谷中、ころころ児童館・玉川学園町内会 

の応募箱に投函（募集チラシと応募用紙も同場所に設置） 

＜応募締切予定＞2021 年 ８ 月 31 日（月）必着 

＜選考＞第 1 次選考通過作品を１０月２４日（日）の秋の子どもまつり会場にて、 

来場者の最終投票により最優秀賞、優秀賞、特別賞を決定。 

最終投票最終投票により、最優秀賞、優秀賞、特別賞を決定する予定。 

投票をしていただき。 

投票および表彰の予定 

 

子ども広場で開催されたころころ児童館主

催「小春祭」のころころ村に漁協として参加。

子どもたちに魚釣りを楽しんでもらいな 

がら、海や川の魚の名前、漁業権、 

遊漁券について学んでもらいました。 

 

昨年はオリンピックと同様に、新型コロナウイルスの影響で私たちのメインイベント『秋の子どもまつり』も

中止となりました。いつもなら、絆の春号は『秋の子どもまつり』の特集ですが、コロナに負けない学校や関連

団体の活動の様子も示すことができたと思います。今年も頑張りましょう。        会長  松香光夫 

小春祭に行きました。 

今年の小春祭は去年までのお店がならんでいるのとはち

がっていて、広場に村をつくるということをしました。子

どもが色んな仕事をしたり遊んだりして楽しかったです。 

 

広場の木の下には、ダンボールでつくった小さ

いお寺と神社があって本物みたいでした。今年

の小春祭は去年とはちがう楽しさがありまし

た。去年までのも今年のも楽しかったので来年

の小春祭も行きたいと思いました。 

（町五小 ５年 園田 聡子）  

 

 

 

 

私は、「漁業協同組合」の仕事をしました。「遊漁券」をわたしたり、印刷した

魚をブルーシ―トにまいたりしました。淡水魚と海の魚に分ける仕事もしたので

魚について勉強になりました。 

他には「安全課」という消毒をお願いしたりする仕事や「道路管理課」という

通りをつくったり、通りの名前を決めたりする仕事もありました。 
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～みんなで育てよう          地域の子どもたち～ 
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日常のちょこっとしたお困りごと(具合が悪いのでお
買い物だけ頼みたい、ご飯を子供に作って欲しいなど)

で、家族だけでできない、頼める人がいない、そんな時
に有償ボランティアですが、ちょっとお手伝いをします。 
昨年、若いお母さんからも、お子さんのための家具の

移動のお手伝い依頼を受けました。できる範囲は限られ
ていますが、是非、お気軽にお問い合わせください。 

 

 

 X′mas間近ということでスタッフもよそ行き服にサンタ帽、会場内も華やかに装飾。

この日いらした 10組 12名のちびちゃん＆ママたちもサンタコスプレ等の装い★ 

受付でメダル贈呈、喜び顔にスタッフメロメロ！さて本編一部ご紹介。 

【ポケットの歌】先生のポケットからクラフトビスケットが何枚も！ 

【音当て】「何の音？」緊張顔がわくわく顔に一変♪ 

【サンタ帽釣り】釣れたらもらえる！みんな揃ってサンタさん♥ 

【リトミック】ピアノに合わせ歩いて・止まって・後ろ向き～♪あれ？ここはどこ？ 

【ツリー】先生の超大作！鳥・おばけ・動物・・・それぞれのツリーが登場！ 

沢山の企画にみんなキラキラ顔でお開きとなりました。 

次回は 1月 19日（火）ころころ児童館にて亜紀先生のリトミック開催です。 

予約不要。お待ちしています。       （ぴよたまの会スタッフ 中村泰子）                   

問合せ：ぴよたまの会チーフ：園田多美子 piyotamanokai@gmail.com  

 

 

活動報告：ぴよたまの会  クリスマス 

 

    

 

 

 

知っていますか？   地域で助け愛     

 

 

地域に根差し、多世代に向けたきめ細やかな福祉のための
活動をしています。地域の様々な団体や個人が関わってい
ます。青少年健全育成玉川学園地区委員会も団体会員です。 

 

玉川学園地区社会福祉協議会 

＜玉ちゃんサービス＞ 

 

 

・まずは、問題解決の手がかりを探りたい。 
・ちょっと聞いてもらえるだけでも気が楽になる。 
そんな方のお力になる相談室です。 
専門のカウンセラーと共に、地域の子供関連の組織

も関わって問題解決に向けて、一緒に考えてくれます。 
お年寄りだけではなく、ママさん、パパさん、子供

たち自身も相談ができます。 
一人で悩まず、お気軽に立ち寄ってみてください。 

＜街かどなんでも相談室＞ 

玉川学園地区社協事務所 電話：042-810-2062 

あなたも協力者(有償ボランティア)に登録しませんか？ 

空き時間でちょこっと人助けができたらと思われる方は、
是非ご登録ください。登録料は無料です。 

あなたも助ける側に！  協力者募集中！ 

 

利用料 1,000円／1H 

協力謝礼 700円／１H 

 コーディネーター
専用電話 

080-2149-1757 

mailto:piyotamanokai@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＬＬ ＳＨＩＮＥＳ  （町田市少年野球連盟加盟）            代表 浦澤 正和 
少年・少女軟式野球部のオールシャインズです。町五小校庭に、40 年前、野球が大好きな子供とお 

父さんが集まり、数チームが出来ました。時間と共にそれらのチームが一緒になり、「選手全員が野球を通して
輝けるように」とオールシャインズが誕生しました。今年も、1 年生から 6 年生まで 20 名の選手は、仲間と自
分を大切にしながら、練習は厳しく、試合は楽しく、精一杯頑張っています。これからも、現役・ＯＢ・関係者
全員で選手達を中心とした野球活動、諸行事への参加が出来るような球団を目指し続けます。 

 

玉川学園地区委員会所属 育成団体 活動状況報告 

 

ガールスカウト東京都第３２団                      ブラウニー部門・リーダー 
夏休み明けまで集まっての活動は自粛していましたが、ステイホームバッチに挑戦したり、初めてのオンライ

ン集会をしてみたりしました。お家の中にいても、色々考えたり、行動したりできることが分かりました。9 月
からは、また集会が再開しましたが、芹が谷公園や薬師池公園などで、野外の活動を行いました。色々な学年の
人となかよく協力して、楽しい体験的な活動になるようにしています。    
 

2009 年から続いている玉川学園・南大谷地域のフラッグアート。 
今年はコロナ禍で小学校は実施できませんでしたが、南大谷中生徒のフラッグアート「令

和 鳥獣戯画」の作品に嬉しいメッセージがたくさん寄せられました。フラッグアートを
通した子供たちと地域の皆さんとの心のつながりが感じられ、本当にうれしい限りです。 
また、11 月には東京都教育委員会からも児童生徒の育成活動部門として感謝状をいただ

いたり、FM サガミのラジオ生放送でフラッグアートが紹介されたりとフラッグアートの
実りの秋を感じられました。ご協力いただいている皆様のおかげです。本当に有難うござ
いました。これからも、恩田川や商店会を彩るフラッグアートをお楽しみください。 
 
 

 

 

ボーイスカウト町田 13 団                            団委員長 田地 司               
日頃はボーイスカウトの活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。紙面をお借りしてお礼申

し上げます。さてコロナ禍、ボーイスカウトの活動も様々な制約を受けておりますが、もともと野外活動を中心
にしておりますので、いわゆる「三密」を避けるコロナ対策の基本は比較的対応可能です。今、文部科学省の委
託を受けた「ボーイスカウトと遊ぼう！わくわく自然体験遊び」というプログラムを展開しています。これはボ
ーイスカウトの野外でのノウハウを活用した「自然観察」「ハイキング」「野外料理」などを地域の子供達と一緒
になって活動するもので、10 月に「小野路農業体験」で、落花生、サツマイモ、柿の収穫を楽しみました。ま
た 11 月の小春日和の一日、なかよし公園でペットボトルロケットの製作、12 月にはクリスマス会、おなじみの
サンタさんも登場して盛り上がりました。公園での清掃活動も毎月実施しています。スカウトを見かけたらぜひ
声をかけてください。お問い合わせは、ホームページ 町田 13 団で検索してください。  
 
MG サッカークラブ                               部員保護者 
町田第五小学校で活動している MG サッカークラブは今年で創立 4７年を迎え、1～6 年生の約 70 名 

が在籍しています。昨年はコロナウィルスの影響で例年通りトレーニングや試合ができず、LINE を使 
用したリモートトレーニング等でコーチやチームメイトとコミュニケーションを取り合いました。 
現在は感染予防対策をしながら、体験トレーニングや未就学児のちびっこサッカーも活動していますので、皆

さんぜひ気軽に遊びに来てくださいね。 詳細はこちら https://mgscinfo.wixsite.com/index 
 
町田 RG たまがわクラス                          クラス保護者 江口 早希       
小学 1 年生から高校 3 年生までの女の子で、毎週月・金曜日に町田第五小学校を中心に活動しています。 

コロナウイルスの影響で思う様に練習が出来ない日が続きましたが、感染予防に努めながら 2 月に行われる予 
定の発表会に向けて練習しています。新体操は柔軟性や体幹が鍛えられるだけでなく、ボールやフープなどの 
手具を使ってダンスをしたり、とても楽しい競技です。是非参加お待ちしております！  

 

 

―玉川学園地区委員会 
協 力 事 業

― 

 
 

 

 

 

かたつむり少年団                             地区委員 高倉 麻依子 
 町五小の体育館を拠点に、異年齢で歌や体を思いきり使った集団遊びを楽しんでいます。子ども運営委員の
活動や、グループでの話し合いなども行い、子どもたちが主体性や積極性もつけられる場です。青年指導員がサ
ポートしているので、子どもたちは、彼らとの交流も楽しみに通っています。 
活動日：日曜日(月２回)  団費 : 1000 円/月  保険料年間 : 800 円 
 

南大谷キャッツＳＣ                            保護者代表 碓井 愛子 
 今年で創立 45 周年になります、南大谷で活動するサッカークラブです。小さな頃から楽しくサッカーに親し
む事ができるのが魅力です。コロナ禍の新しい生活様式のなかでの活動になっていますが、交流戦や練習試合も
多く行われており、子ども達も元気にサッカーをやっています。サッカーを通じて幅広い経験や成長を得ること
ができ、親として、とても感謝しています。ぜひ遊びに来てください。 
 



 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

３－２ 赤団団長 宮崎隆志  
 
最後の体育祭。負けたくないという思

いは皆一緒だったと思います。 
僕も誰にも負けたくないという思いを
持って挑みました。しかし、コロナの影
響で思うようには活動できませんでし
た。そんな中で、皆で練習を重ね、競技
の部で優勝できたことはとても嬉しか
ったです。皆で協力して得た勝利は格別
でした。 
今年の体育祭は僕に協力の大切さを

教えてくれました。不自由な状況だから
こそ学べたことだと思います。 

３－１ 緑団団長 田中研太朗   
 
僕の最後の体育祭は、コロナ禍という「最悪」

な状況の中で「最高」な思い出になってくれま
した。例年とは違う形で開催された体育祭。は
じめは、最初の入場や二人三脚が出来ないと聞
き、残念な気持ちで心が満たされていました。
しかし、体育祭が近づくにつれクラスや応援団
のみんなが一致団結していって僕は「うれし
い」という気持ちで心が満たされました。そし
て体育祭当日、一人一人が今までやってきたこ
とを存分に発揮してくれてダンスも上手く行
き、応援の部で優勝することが出来ました。こ
れは紛れもなく緑団みんなのおかげです。   
今僕の心はありがとうという気持でいっぱ

いです。緑団、本当にありがとう。 
 
３－３ 黄団団長 児玉智也   
 
今年はコロナの影響で例年とは少し違った体

育祭になりました。 
体育祭が中止になる学校の多い中、僕たちの

学校では、幸運にも中止にならず、秋に開催さ
れました。練習では、人に触れない事や、掛け
声を出さない事など、たくさんの事に気を遣わ
なければなりませんでした。みんな大変だった
と思います。しかし、そんな厳しい条件の中で
も、全員意識しながら体育祭に臨んでいたので
無事に終わり良い思い出となりました。 

 

 

３－４ 青団団長 五味優太   
 
僕は一年の時から、体育祭で団長とし

て自分の団を引っ張っていきたいと思
っていました。しかし、今年はコロナの
影響で体育祭ができない可能性があり
とても不安になりました。その中で、な
んとか行うことができた体育祭だった
ので、良くも悪くも「特別」な体育祭だ
ったと思います。 
体育祭が終わり、団員のみんなが楽し

かったと言ってくれたのがとてもうれ
しかったです。 

 

天候の影響で 10 月 19 日、21 日の二日間に渡って開催
となったうえ、コロナ禍、3 年生の保護者のみの観戦とな
ってしまった体育祭でしたが、そんな中、力強いエールを
送り続けた各団の団長に思いを綴っていただきました。 

南大谷中学校 体育祭 
 

町田第五小学校 運動会  10 月 10 日(土) 

 

南大谷小学校運動会 南大谷小学校副校長 大波多美穂 
 
南大谷小学校では１１月５日（木）にこども運動会、１１

月７日（土）に、運動会が行われました。 
こども運動会は、全学年、表現 

運動を披露し合いました。全学年 
密を避けながら校庭で上級生や下 
級生の表現を見ました。 
運動会では、学年別に、表現と短距離走を行いました。各

御家庭２名まで、そして受付から出ていくまで一方通行で歩
く方向を決めさせていただきました。児童同士は教室から運
動会の様子をオンラインで見ました。 
 今年度初めての行事で児童は充実した毎日を過ごしてい
ました。こども運動会での一生懸命な姿、そして、保護者の
皆様の前での嬉しそうな笑顔は素晴らしいものでした。       

  

 

 

 

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。 

    

学年の３部に分かれ、自分の部が終わったら下校する
ことで「密」を避けての実施となりました。３部とも
全員が白い帽子をかぶり、順位や得点もなしで、徒競
走とダンスの２種目のみが行なわれ、力一杯の走りと
元気な演技を見せてくれました。マスク姿で見物の
方々からは惜しみない拍手が送られました。午前中で
閉会となりましたが、先生、児童、保護者それぞれの
思いがギュッとつまった運動会となりました。 

 地区委員広報担当 記 
 

〔編集後記〕今年度はコロナ感染予防でさまざまな
行事の中止、活動の制限を受けました。それでも各
団体は工夫して活動しました。その活力を少しでも
お伝えできたら良いなと思います。皆さまのご協力
とご支援にお礼を申し上げます。 
 

 

曇り空の中、今年の運動
会は新型コロナ感染予防
のため、「まちご Sports 
Day」として、低、中、高 

 

 

  
 

 

青少年健全育成玉川学園地区委員会の 
サポート隊を募集しています。 

ご都合の合うときに、地区委員会行事や子どもまつりの

お手伝いをしてくださる方を募集しています。 

問合せ、応募：seishoken.tamagawa@gmail.com 

 

 

2021 年度第 1 回定例委員会のお知らせ  
日時：2021 年 5 月 28 日（金）10 時～12 時 

場所：玉川学園コミュニティセンター 

新委員と団体代表者の皆様、宜しくお願い申し上げます。 

mailto:seishoken.tamagawa@gmail.com

