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〔編集後記〕

いまだにコロナ感染予防が叫ばれている中で、子ども達が工夫し

ながら頑張っている様子をお伝えしたいと活動してきました。

皆さまのご協力とご支援に感謝申し上げます。

～ みんなで育てよう 地域の子どもたち ～

この日の朝は雨。先生と生徒が

必死で雨上がり後のグラウンドを整

備。2時間遅れの開催でしたが、コロ

ナを吹き飛ばす元気で明るい体育祭

でした。

今回はクリスマス会ということで、スタッフもフワフワ

のサンタ帽をかぶり会場も可愛く飾り付け。この日は

13組の可愛いお子さん&お母さんが来てくださいま

した。さっそく企画の一部をご紹介します♪

フラッグアートは、2009年に南大谷中学校で制作が始まり、南大谷小学校、

町田第五小学校、玉川大学内での地域制作へと広がり、長い間恩田川や玉川学園商店会の街路を彩ってまいりま

した。 今後も子供たちの力を合わせたフラッグアート制作が続くよう願い、そして、今までお力添えをいただいた

地域やPTAの方々への感謝も込めてガイドブックを発行いたしました。 （フラッグアート実行委員 舩生）

フラッグアート実行委員会代表 前野紀夫

コロナ対策として自分の競技

以外は教室でオンライン観戦する形で

の運動会！ でも、 一人ひとりが元気

いっぱい走って踊ってくれました。

１０月３０日（土）運動会が行われました。

今年度も学年別に開催されました。子供たち

は晴天の中、のびのびと活動していました。

先生の手作りツリーにみんなでペタペタ

飾り付け。大中小の素敵なツリーが完成♪

歌に合わせてカラフルな布をクルクル！可愛

いお花の出来上がり♪

釣った帽子をかぶってみんな

でミニサンタに変身！

ま〜るいペーパープレート

を使って自由にリース作り★

先生の明るい歌声とお子さん達の楽し

そうな笑顔に癒されとても素敵なクリ

スマス会でした。

ぴよたまの会はご予約不要です。

どうぞお気軽にご参加ください♪ 〈ぴよたま担当 五十嵐）

町田市青少年健全育成玉川学園地区委員会

では、2021年4月～8月にかけて「子どもたち

と地域のつながり」をイメージした公式マスコッ

トキャラクターデザインを募集し、計78作品の

ご応募をいただきました。ご応募いただいた皆

様、ありがとうございました。

一次選考は選考委員にて審査を行いました。

どれも素敵な作品ばかりで悩みましたが、力作

揃いの中でも特に玉川学園らしさやアイデアが

際だった6作品を最終候補作品に選出しました。

二次選考は、１０月の「秋の子どもまつり」にて

来場者による最終投票を行う予定でしたが、残

念ながら 「秋の子どもまつり」 が中止となった

ため、 12月上旬に南大谷中学校 ・ 南大谷小学

校・町田第五小学校の３校に投票ブースを設け、

児童生徒の皆さんによる最終投票を行いました。

コロナ禍の中ではありましたが、10月22日（金）に合唱

祭を開催することができました。 感染症対策に気を遣う

制限された状況の中でも、生徒たちは工夫をして練習し、

例年と比較しても引けを取らない立派な合唱祭を創り上

げてくれました。 1、2年生は各クラス自由曲を1曲、3年

生は各クラス課題曲と自由曲を合わせて2曲、ひまわり学

級はハンドベルと自由曲を演奏しました。中でも3年生の

演奏は、最高学年にふさわしい情感のこもった迫力ある

演奏ばかりでした。3年生のおかげで、伝統ある南大谷中

学校の合唱祭を1、2年生に引き継ぐことができました。

来年の3年生の合唱が、今から楽しみで仕方ありません。

最終投票の結果、投票総数542票のうち 196票を獲得した 「たっちゃん まっちゃん」（南大谷中学校 美術部

義田汐織さん・小俣こはるさん・相沢ふみさんの共同作品）が「最優秀賞」に選ばれ、公式マスコットキャラクターに

決定しました。

「たっちゃん まっちゃん」は、今後、玉川学園地域のイベントなどのＰＲをしていきます。イベントや広報誌など

で目にしていただく機会も多いと思いますので、どうぞよろしくおねがいします！

▲ 密を
避けての
練習風景

南大谷中学校 美術部
義田汐織さん・小俣こはるさん・相沢ふみさん

２月14日、 南大谷中学校の美術室にて最優秀

賞の表彰を行いました。 最優秀賞の３名には、

青少年健全育成玉川学園地区

委員会の松香会長より、表彰状

と副賞として図書カードを授与

しました。

▲ 最優秀賞を受賞した南大谷中学校の
相沢ふみさん･義田汐織さん･小俣こはるさん･南大谷中学校美術室にて

表彰状の授与の様子

▲



最優秀賞には「たっちゃん・まっ

ちゃん」が選ばれました。

きつねの「たっちゃん」は恩田川

の桜とサルビアをイメージ。

たぬきの「まっちゃん」は、恩田

川をイメージした青い模様とか

しの木山、たぬき山をイメージ

しました。 （作者コメントより）

優秀賞には、最終選考に進出した

「さかすけ」、「玉学スマイルニャンコ」、

「ふたばひめ」、「たまちゃん」、「たま

すけ」の５作品が選ばれました

上記の最終選考作品の他、選考委員によって以下の作品が特別賞に選ばれました

玉ねこ
加藤 絢一郎さん

（町田第五小学校）

ちか

髙橋 瑛満さん

（南大谷小学校）

たまみん

萩原悠葵さん

（南大谷小学校）

カワマチくん。
石飛春美鈴さん・吉田莉南さん・

久保田航さん

（南大谷中学校 美術部）

義田汐織さん･小俣こはるさん･相沢ふみさん

（南大谷中学校 美術部）

南大谷中学校・南大谷小学

校・町田第五小学校 三校の児

童生徒の皆さんによる最終投

票の結果、下記の作品が受賞

されました。受賞者には、表彰

状と副賞を贈呈いたします。

いせまち けいた
石原寧々さん・寺本心寧さん・

近藤瑠依さん・橋本海斗さん・

義田一騎さん・太田美らさん

（南大谷中学校 美術部）

ホワイト 瑠唯さん（町田第五小学校）

佐藤 苗子さん（地域在住）

金沢 祐依さん（町田第五小学校）

三井 理菜さん（町田第五小学校）新井 李奈さん（町田第五小学校）
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