
２０２２年度地区委員会活動がスタートしました。

コロナ禍の影響で私たちのメインイベント「秋の子どもまつり」が２年にわたり中止となったの

は残念でした。

それを機に、公式マスコットキャラクターを募集し、地域のお子さんたちを中心に支持を受け

て「たっちゃん、まっちゃん」が選ばれたのはヒットだったと思います。
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～ みんなで育てよう 地域の子どもたち ～
シルエットクイズ

どこにいるか
さがしてみてね

お互いに愛し、愛され、子どもたちの力にもなってくれ

ることを願っています。私たちも、うまく活用するにはど

うしたら良いか考えていきましょう。

町田市立

南大谷中学校
りきたけ くにひろ

副校長 力武 国広

はじめまして。

本年4月1日付けで南大谷中学校に参

りました力武国広と申します。

話し手の方をしっかりと見て話を聴く

ことができる生徒たち、生徒としっか

り寄り添うことができる頼もしい先生

方、学校の活動に絶大なる理解をお示

し下さる保護者の皆様、そして大所高

所から学校を助けてくださる地域の皆

様…本校は実に様々な人たちの支えに

よって「カタチ」づくられているなぁと

日々痛感しながら、2ヶ月あまりが過ぎ

ました。校内のみならず、校外へもしっ

かり耳目を向けて、多くの皆さんと共

に本校のカタチをより良くしていくた

めに一緒に汗をかいていきたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いたします。

日野市立日野大八小学校から南大谷小

学校に着任しました萩原 農と申します。

多摩地区に長く勤務し、自宅も多摩地区

なのですが、町田市は初めての赴任で、

雰囲気の違いや似ているところに驚き

とうれしさを感じながら日々を過ごして

います。

前任校も学校の目の前に川があり、しら

さぎやかわせみが見られる環境でした。

同じように自然豊かで、起伏にとんだ丘

陵地のこの地域、とても気に入っていま

す。逆に地域の方々が積極的に学校に

来てくださる、「地域とともにある学校」

を具現しているような雰囲気には、驚き

とともに感謝の気持ちでいっぱいです。

これからも、玉川地区委員会の皆様と力

を合わせて子供たちのために教育活動

を進めていきたいと思います。今後とも

どうぞよろしくお願いいたします。

町田市立

南大谷小学校
はぎわら みのり

副校長 萩原 農

町田市立

南大谷小学校
つるおか たけひと

校長 鶴岡 武臣

八王子市立由井第三小学校から南大谷

小学校に着任しました鶴岡武臣です。町

田での勤務は初めてですが、日々、地域

の方々の温かさに接し、心強く感じてい

ます。

地域の方々と子供たちのつながりはとて

も大切なものです。子供のころ、近所の

空き地で思い切り遊ぶ毎日でしたが、町

内会のおじさんから厳しく叱られたこと

も、友達のお母さんが心配そうに見守っ

ていてくれたことも、その思いが理解で

きる今、自分の大切な一部となっていま

す。

そして、校長としてこの地に着任し、子供

たちがたくさんの人にかわいがっても

らっていることを感じ、うれしくなります。

みなさんの思いをしっかりと受け止め、

学校も地域の力となれるよう頑張ってい

きます。どうぞよろしくお願いします。

▲ 小中学校 校長・副校長、PTA（父母教）会長、幼稚園保育園園長・園長代理、児童館館長、
町内会・自治会・保護司・民生児童委員・育成団体各代表者及び選出委員、地域協力者委員の皆さん

今年度から私たち自身の力を十分

に活かせるように組織改革に取り

組むことにしました。

お互いに遠慮せず、かつ助け合って

力を発揮していきましょう。

今年もよろしくお願いします。

たっちゃん まっちゃん
公式マスコットキャラクター



思えば彼ら3年生はコロナによる緊急事態宣言下での入学。

夏休み明けからやっと登校し最初の体育祭は大きな制限の

下10月に、昨年も延期延期で制限付きで7月に行われまし

た。そして最終学年の今年、ようやく通常に近い形での開

催に。当たり前の事がいかに大切かと思います。

解団式に臨む生徒達のやりきった清々しい笑顔がとても印

象的でした。やはり中学生の成長に行事は欠かせないと実

感しました。

（南大谷中学校運営協議会委員 大藪）

競技の前にマスク外して〜！

熱中症を避ける為先生方の呼びかけ。

久しぶりに見る生徒の素顔、頬には

しっかりとマスク焼けが残り、この日の

為に積み上げてきた練習をうかがわせ

ます。どの子も真剣な眼差しで全力を

出し切ろうと頑張る姿に度々胸が熱く

なりました。

『今年はやっと6月に出来た体育祭、み

んなで協力する姿がかっこよかった！』

3年実行委員長の言葉です。

町田第五小学校

読書活動について

秋の子どもまつりは昭和６１年に始まり、

青少年健全育成玉川学園地区委員会が中心となり、地域の

団体や個人の方々の力を結集。地域の学校・町内会・自治会・

商店会の援助もいただき、手作りで創り上げてきた地域の子

どもたちのためのおまつりです。

〔雨天未定〕※変更となる場合があります

毎年テーマを決め、それに沿った楽しい遊びを企画した楽し

さ満載のこのおまつりを、子どもたちは楽しみにしてくれて

います。 コロナのため2年間中止となってしまいましたが、

今年こそは再開したいという強い思いで取り組んでいます。

皆様、是非ご協力ください！！

現在、SNS等の急速な発展により、子供たちを取

り巻く環境は大きく変わってきています。学校の授

業でも一人一台の学習用タブレットが導入され、授

業形態も変容してきています。変化することも大切

ですが、変わらずに継続することが大切なものもあ

ります。以前から行われていた「読書活動」は、子供

たちの豊かな心や人間性、教養、創造力等を育みま

す。ICT機器が急速に発展している時代だからこそ、

落ち着いた環境で読書を行うことも必要だと考え、

町田第五小学校では、今年度より、月、水、木、金曜

日の朝、１５分間の読書活動を時間割に組み込みま

した。１５分間の短い時間ではありますが、継続した

「読書活動」は、子供たちの力になると考えていま

す。「読書活動」を充実させるために、町田第五小学

校では、学級文庫に多くの本を置くことを目指して

います。ご家庭で不要となった子供用の本があれ

ば、町田第五小学校に寄贈していただけると嬉し

いです。

町田第五小学校

校長 野村 洋介
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東京都青少年の健全な育成に関する条例及び町田市の青

少年健全育成施策の趣旨にのっとり各地域において青少年

の健全育成の活動に取り組み、青少年の育成を図ることを

目的として活動しています。

構成

（1）地区内に居住する町田市青少年問題協議会の委員

（2）地区内に関係する青少年委員

（3）地区内にある女性団体及びPTAの代表者

（4）地区内に居住する主任児童委員、児童委員及び保護司

（5）地区内にある青少年団体及び育成団体の代表者

（6）地区内所在の幼稚園及び保育園並びに小・中・高等学校の

教職員の代表者

（7）地区内にある事業所等の代表者

（8）地区内の居住する体育指導員

（9）地区内町内会・自治会の代表者

（10）その他本会の目的に賛同し、意欲をもって参加する者

※本来の構成員は各団体代表者ですが、普段の活動には委員を
選出してしていただいています。

役員(会長・副会長・会計・書記)と

いう形を無くし、担っていた職務

を細分化。新たに運営部門として、

委員全体で手分けして職務を担え

るようにしました。

輪番制で各団体の選出委員に役員を担っていただいていま

したが、役員に当たった方が、技量的に、時間的にその職務

を担えない、役員という職務に過度の負担を感じるという

意見があったためです。

自身に合った職務を担え、手分けをして協力しあうことでそ

れぞれの負担軽減をすることが主旨です。

▲ 町田市の『まちだ子育てサイト』

委員会内 体制図

↑ 運営部会の様子

6月17日(金)、玉川学園コミュニティーセンターにて３年ぶりに地区委員研修として応急手当講座が開かれました。

「けがをした」「肉離れ、打撲、ねんざをした」「鼻血が出た」「やけどをした」「頭をぶつけた」「虫に刺された」「熱中症になった」

「目の前で人が倒れた」等々、日常的に起こりうる色々な場合の応急手当の方法や対応の仕方について、山本氏より映像を交

え分かりやすくお話し頂きました。

委員の皆さんはメモを取りながら真剣に講義を受けており、今回の研修

が緊急時の対応を学ぶ、有意義で貴重な機会となったことと思います。

日頃からの心構えと的確に対処できるスキルを身に付けなければならな

いと強く感じました。
（広報 渡辺）

講師：玉川学園ゆい訪問看護ステーション
所長・看護師 山本浩美氏

そもそも

青少年健全育成

地区委員会って

どんな団体？

・事前アンケートの実施。なるべく希望に沿う形で人事を決

め、働いているお母さんから、体力が衰えたり、ITが苦手な

高齢者にも参加していただけるよう配慮しました

・各担当のアドバイザーを明確化。遠慮なくご相談できる体

制も整えました

・運営部会は、その時折に必要な担当者のみの出席で済む

ように役割分担しました



b
0～2歳の
未就園児
親子対象

今年はこれまでコロナ感染防止のためにできなかった活動や行

事が開かれることを楽しみにしております。新しい組織のもとで、

子どもたちの感動や笑顔をたくさん伝えることができるように

頑張っていきたいと思います。皆さまのご協力を宜しくお願い

いたします。 広報チーム一同

（地域協力者）

（南大谷中学校校長）

（南大谷中学校副校長）

（南大谷中学校生活指導主任）

（町田第五小学校校長）

（町田第五小学校副校長）

（町田第五小学校生活指導主任）

（南大谷小学校校長）

（南大谷小学校副校長）

（南大谷小学校生活指導主任）

（玉川中央幼稚園園長）

（玉川中央幼稚園副園長）

（玉川さくら保育園園長）

（ことりの森保育園園長）

（ころころ児童館館長）

（南大谷中学校父母と教職員の会）

（南大谷中学校父母と教職員の会）

（町田第五小学校PTA副会長）

（町田第五小学校PTA副会長）

（南大谷小学校父母と教職員の会）

（南大谷小学校父母と教職員の会）

（民生・児童委員）

（民生・児童委員）

（町田地区保護司会）

（玉川学園町内会）

（玉川学園町内会）

（玉川学園第一住宅自治会）

（玉川学園第一住宅自治会）

（桜ケ丘自治会）

（ボーイスカウト町田第13団）

（ガールスカウト東京都第32団）

（オールシャインズ）

（オールシャインズ）

（MGサッカークラブ）

（南大谷キャッツサッカークラブ）

（かたつむり少年団）

（フラッグアート実行委員会）

（フラッグアート実行委員会）

（玉川少年剣道育成会）

（レ・マーニ）

（地域協力者）

（地域協力者）

（地域協力者）

（地域協力者）

（地域協力者）

（地域協力者）

（地域協力者）

（地域協力者）

（地域協力者）

（地域協力者）

（地域協力者）

（地域協力者）

（地域協力者）

（公式マスコットキャラクター）

（公式マスコットキャラクター）

登録者 39名

南大谷小学校オヤジの会

松香光夫［会長］

小島千惠

力武国広

氏家正博

野村洋介

西和昌

保田誠之

鶴岡武臣

萩原農

河田和香子

小島澄人

今田綾

大迫直恵

中川暁子

内田延子

平井佳子

奥瀬里絵

古里早織

宮田のぞみ

寺本梨乃

佐藤苗子

福田修一

渡辺綱市

渡邊泰史

古河博

島田恵子

田上智佳

森尚子

挽野誠

廣瀬みさき

土棚輝美

小池真理子

東山由香理

市林さくら

佐藤瑞樹

高倉麻依子

大藪真喜子

舩生みどり

中林瞳

田中有希

秋田史津香

有坂京子

上原洋

剱持勝

園田多美子

田中佳代

田中美香

中川忠彦

西森久美子

松香光夫

松葉祐巳

宮﨑千香子

吉井秀子

たっちゃん

まっちゃん

サポート隊

特別協力団体

今後の行事予定

青少年健全育成玉川学園地区委員会

・ 6 /21（火） 金丸亜紀先生/リトミックで遊ぼう

・ 7 /12（火） ピノキッズ/リズム遊び☆ダンス☆工作

・ 9 /13（火） 筒井祐子先生/親子ヨガで遊ぼう

・10/18（火） 山木瑞枝先生/親子スキンシップ遊びと

骨盤体操

・11/ 8（火） 筒井祐子先生/親子ヨガで遊ぼう

・12/13（火） 金丸亜紀先生/リトミックで遊ぼう

・ 1 /17（火） 金丸亜紀先生/リトミックで遊ぼう

・ 2 /21（火） 山木瑞枝先生/親子スキンシップ遊びと

骨盤調整

・ 3 /14（火） ピノキッズ/リズム遊び☆

ダンス☆工作

 

 

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

■ 地区委員会行事予定 （※変更となる場合があります）

【玉川学園商店会夏祭り】 7/29（金）・30（日） ヨーヨー釣り出店

【秋の子どもまつり】 10/23（日）

【研修事業】 11月～12月頃、講演会や親子で学ぶ企画

【野外事業】 1月～2月頃、ひなた村等での野外での企画

参加無料

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
〈大人はマスク持参、着用〉

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）

■ 主な学校行事予定

【南大谷中学校】 合唱祭 10/25（火）

【南大谷小学校】 運動会 10/29（土）

学習発表会 12/9（金）・10（土）

【町田第五小学校】 運動会 10/1（土）

音楽会 12/9（金）・10（土）

※変更となる場合がありますので各学校のHP等で適宜ご確認ください

※内容は変更する場合があります


