❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

桜丘まちづくりニュース NO.15
―快適に住み続けられるまちづくりー

平成 26 年 4 月

発行：ＮＰＯ世田谷桜丘まちづくり

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

【緑のまちを守る】

『桜丘の緑を残そう！』
桜丘およびその周辺は世田谷区の中でも、とりわけ緑に恵まれた地域に
なっています。かつて桜丘一帯はほとんど農地でした。高台の為、水田での

［すみれば自然庭園の小屋］

稲作を行うことができず、陸稲（おかぼ）や野菜の栽培で、農家の人たちは苦労して暮らしを立てていまし
た。今でも桜丘周辺は野菜を作る農家が多く残っていて、畑の一角に直売の小屋があり、私たちは四季折々
に新鮮でおいしい野菜を食すことができます。そして畑は街の景色をのどかなものにしてくれています。
そのほか、千歳通りの桜は春の観光スポットですし、身近なところには公園もたくさんあります。「桜丘す
みれば自然庭園」は個人の邸宅であったところを世田谷区が買い取って、今は「世田谷トラストまちづくり」
という団体がしっかりと自然を守っています。さらに、ちょっと足を延ばせば馬事公苑や砧公園も緑の宝庫
です。このような恵まれた環境は桜丘の貴重な財産です。そうした緑が最近はどんどん宅地に切り替わって、
これから地域の財産を守ることができるかどうか、大変心配になってきています。私たちは、いつまでもこ
の地が緑あふれるまちであるように訴えていくつもりです。
ハロウィーンに参加した子どもたちは商店街を練り歩いた後に、公園に球根を植えてくれました。桜樹広場
についても私たちの NPO が世田谷区からの委託を受けて植栽と清掃の作業を行っています。これからも自
らの力で桜丘に緑を残すために、皆様と共に活動を続けていきましょう。

▶
［かつての野菜畑風景］

［畑が宅地に］

［旧家お屋敷の緑］

［すみれば自然庭園の緑］

-地域ラジオ FM 桜丘がスタートします-

NPO 世田谷桜丘まちづくり

FM 桜丘 開局に当たって

理事長

伊藤

和彦

白虎隊士飯沼貞吉の回生』
このたび世田谷区の「地域の絆推進事業」の助成を受け
飯沼一元著 私たちのまちの放送局「ＦＭ桜丘」が開局し 皆
様に電波で様々な情報をお伝えすることができるようになりました。まだ誕生したばかりで 当初の放送
時間は一日 3 時間・週に３日ほどになりますが これからご意見を聞きながら 時間とプログラムの充実
を図っていきたいと考えています。主な内容は 商店街のお買いもの情報 地域のイベント予定 電車・バ
スの運行状況 世田谷区や地域学校からのお知らせなど 極力生活に密着した情報をお届けする予定です。
ご承知の方も多いかと思いますが ＮＰＯ世田谷桜丘まちづくりは平成元年にその前身である「まちづく
り懇談会」として発足し 桜丘２丁目西地区や千歳船橋駅南のまちづくり協議会として活動を広げて 街
並みの整備や都営住宅建て替えにあたっての様々な提言を行ってきました。その一方で「桜丘まちづく
り音楽祭」
「ウォーキングラリー」
「まちづくり祭り」など地域に密着したイベントを開催し あるいは「わ
んわんパトロール」では街の防犯にも一役買ってきました。そして平成 17 年にＮＰＯ法人化してからは
「リサイクル品の提供や古布・古着の回収」など環境にやさしく「助け合い隊」や「（駄菓子屋さん）お
菓子の森」のようにお年寄りや子どもたちにやさしく をモットーに活動を続けています。
そして今回のＦＭ桜丘開局により さらに従来の枠を広げて 地域の皆様に親しまれ お役に立つまち
づくりを目指していきたいと考えています。当初は商店街の中心部に届く範囲での放送になりますが 次
第に中継器を敷設することにより到達範囲をひろげて いずれは桜丘全域と船橋・経堂の一部をカバーす
る地域ＦＭ局にしていくつもりです。どうか 情報の提供やアナウンサーとしてのお手伝いなど 皆様か
らのご支援を期待していますので 何卒よろしくお願いいたします。

［桜丘の先生から一言］

『子どもの限りない可能性』
桜丘中学校

副校長

糠信

正則先生

私には二人の娘がいます。長女は歩き始めたころには曲に合わせてリズムをとる
という音楽が好きな子どもで 現在 中学三年生で合唱団・吹奏楽部・バンドでボー

笹原小学校校長

苅込

希先生

カルとギターにと活動をしています。将来の夢は シンガーソングライターになりた
いそうです。二女は体重３８００グラムと大きく生まれ 幼いころから身体を動かすことと食べることが
大好きな子どもで現在 中学一年生でバドミントン部・姉と一緒にバンドでドラムを担当し 活動してい
ます。夢は大きく２０２０年の東京オリンピック出場だそうです。親として同じ環境で同じように育て
ているつもりの姉妹でも全く違う感性や個性を持ち 成長しているということに驚きを感じるとともに

１．

笹原小学校の指導・教育方針

楽しみでもあります。 同じことを学校現場で子どもたちの教育に携わる中で感じています。 生徒が百
人いれば１００個の個性があるように「この生徒はどんな大人になるんだろう？」｢将来、何になるんだ

2．

力を入れて取り組んでいる課題

ろう？｣と楽しみです。まさに「みんなちがってみんないい」だと思います。この桜丘の子どもたちの限
りない可能性のために少しでも役に立てたら また そんな子どもたちに関われることを幸せに思い、応

3．

地域と学校の係わり・地域に望む事

援していきたいと思います。

4．
関心を持っていること
趣味等
『NPO 世田谷桜丘まちづくり』の新規会員を募集しています。
ご参加いただける方は 稲荷神社前のコミュニティステーションまでおこしいただき お申し込みください。
会費 ：個人会員 1 年間 3000 円（月当たり 300 円）

賛助会員 1 年間・一口 5000 円

その他なんでも結構です。500 字程度でお願いします

桜丘の歴史と風物シリーズ（第 6 回 ）

【 上毛学舎 】

今回は千歳船橋駅から徒歩 5 分 城山通り沿いにある「上毛学舎」を紹介します。

2．
力を入れて取り組んでいる課題 43 年 上毛育英会と将校会が合併し 東京都牛込富久
群馬県出身学生のための学生寮「上毛学舎」は明治
町 19 番地（現在の新宿区）にあった建物を東京に学ぶ遊学生のために宿舎として提供したのがその歴史

3．
地域と学校の係わり・地域に望む事
の始まりです。昭和
3 年 7 月 財団法人群馬育英会東京宿舎として現在地の世田谷区経堂（4－8－3）に
移転しました（昭和 10 年には「財団法人群馬県育英会上毛学舎」と改称）。

昭和 46 年 6 月から 現在

4．
関心を持っていること
趣味等
残る新館（鉄筋コンクリート
4 階建て）の工事に取りかかり
昭和 47 年 12 月に完工しました。この間
上毛学舎は社会に有為な人材を育成することを目的として運営され こ
れまでに 3,000 人を優に超える若人が学舎での生活を送った後 社会の
様々な分野で活躍しています（群馬県ホームページより）。
「上毛学舎」

その他なんでも結構です。500
字程度でお願い
に入寮できる資格としては
東京都およびその近郊の大学短期大学の
1します
年次に入学する群馬県出身の男子で 家庭の経済的理由から就学上の
住宅に真に困窮しているものに限られます。
実はこの「上毛学舎」は老朽化と県財政の制約上から 存続が危ぶま
れた時期がありました。幸い 群馬県の議員を当地に招いて 立地の利便性などを見てもらうことにより
ようやく県側の理解を得ることができ 資金確保の見通しを付けて新寮棟が建設されることになりまし
た（寮長談）。寮の敷地の 3 分の 2 を売却し その対価として無償で寮の建て替えが実現することになっ
たのです。 現在工事が進んでいて 7 階建て（144 室）の新寮は平成 27 年春には完成する予定。現在は
男子寮ですが 新寮棟は女子学生も入寮が可能になります。新しい寮が建設された後

現在の寮が取り壊

されることになるそうです。
尚 現敷地内で 新寮に隣接し ６階建てのマンション（６０戸以上）が建設される予定です。

活動のご報告【平成 25 年度後半のイベントレポート】
桜丘の歴史と風物シリーズ（第 6 回）
１．ウォーキングラリー

2．

【10 月 20 日（日）予定

力を入れて取り組んでいる課題

雨天中止】

１０月２０日（日）に開催する予定で準備を進めてきましたが あいにく当日朝から雨がかなり激しく降り続き
中止のやむなきに至りました。参加を申し込まれたご家族 おともだちのグループの皆様も楽しみにしておられ

3．

地域と学校の係わり・地域に望む事

た方が大勢おられたのに 残念な結果になりました。提供いただいた景品は参加者に取りに来ていただき ほと
んどの方にお渡しできました。ご協力いただいた皆様には心からお礼申し上げます。

4．

関心を持っていること

趣味等

2．ハロウィーンパレード “商店街めぐり”

【10 月 30 日（土）】

今年も 桜丘児童館と NPO 世田谷桜丘まちづくりの協同でハロウィーン仮装をしての商店街めぐりが行われ
小学生約 40 名の子どもたちが思い思いの仮装をして商店街を練り歩きました。

その他なんでも結構です。500 字程度でお願いし

今年のパレードには桜丘の“ゆるキャラ”『くまさく』が加わり一段とにぎやかになりま

ます

した。お店ではお菓子を用意して 子どもたちの期待に応えていただきました。
毎年参加する子供たちが増えて街の風物として定着してきたようです。
商店街の皆様のご協力ありがとうございました。

3．古布・古着回収

【11 月 9 日（土）】

毎年５月と１１月の２回行っている古布・古着の回収がいつもの通り、桜丘小学校笹原小学校宇山神社の
３か所で行われました。回収した衣類やバッグ 靴などは 回収業者が選別して古着としてリサイクルされるも
のと絨毯の裏地や軍手 ウェスなどに再加工されるものに分けて無駄にならないように処理されます。また新
品はＮＰＯのリサイクルコーナーで必要な方にお使いいただきます。今回は合計 9,000 ㎏の回収量でした。
4．桜丘歴史写真館の展示

【11 月 9 日（土）11 月 10 日（日）】

恒例の桜丘区民センター祭りに今年も「桜丘歴史写真館」の展示をしました。
昨年の写真と合わせて 新たに提供された写真を追加し 昭和の初めからの貴重な桜丘の風景の移り変わり
を多くの来館者が注目してみておられました。これからも皆様から 桜丘の歴史的な風景やお祭りなど 郷土の
変遷が目で見ることができる映像の提供をしていただきさらに充実した写真館にしたいと思っています
5．ベルリン・フィルピアノトリオ コンサート

【11 月 17 日（日）】

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の来日公演の合間を縫って 当地桜丘ホールでのコンサートを 一昨年
に続いて開催しました。ベルリン・フィルで活躍する ヴァイオリンのリューディガー・リーバーマンさんとチェロの
クリストフ・イーゲンブルグさんに加えて おなじみのピアノニスト フィリップ・モルさんの
ピアノトリオによる名曲の数々に 200 名を超える聴衆が酔いしれた一夜になりました。
又当日皆様から東北大震災に寄せられた募金は 当ＮＰＯからの寄付金と合わせて被災地
に桜の木を植樹する基金として贈りました。ご協力ありがとうございました。
6．クリスマスコンサート

【12 月 22 日（日）】

今年のクリスマスコンサートは 当ＮＰＯ会員であり 画家として活躍している田中章恵さんが書き
下ろした絵本「ひとつの願い」を題材に 絵と物語と音楽が一体になった楽しい舞台
が展開されました。田中さん自身による絵本の朗読は スクリーンに映し出される
映像と毎年このコンサートに参加してくださる第一線でご活躍中の演奏家の方々に
よる素晴らしい音楽と相まって子どもたちにもわかりやすく 満席の聴衆も楽しんで
ひと時をすごしていただきました。後半は 心に響く名曲の数々を歌と演奏でお届けし クリスマス
にちなんだ曲も織り交ぜての 心豊かなコンサートになりました。

【平成 26 年度の行事予定】※日程内容が変更になることもあります
・４月 ６日(日)

…

『桜まつり』

・10 月 19 日(日) …『ウォーキングラリー』

［笹原小学校東千歳通り・桜樹広場］

・5 月 11 日(日)

［出発・帰着］笹原小学校

… 『古布・古着回収』

・10 月 29 日(水) … 『ハロウィーン』

［桜丘小学校南側通り/笹原小学校東門/宇山神社］
・6 月 20 日(金)〜… 『七夕飾りつけ』
［参商会商店街］
・6 月 22 日(日) … 『子どもたちのためのコンサート』
［桜丘ホール（桜丘区民センター集会室）］

［参商会商店街］
・11 月 8 日(土) … 『古布・古着回収』
［桜丘小学校南側通り/笹原小学校東門/宇山神社］

・ 12 月 23 日(火) …

『クリスマスオペラ』

［桜丘ホール（桜丘区民センター集会室）］

［桜丘ホール（桜丘区民センター集会室）］

NPO 世田谷桜丘まちづくりを支援していただいている賛助会員の皆様(敬称略)
☆ 世田谷信用金庫船橋支店

☆ 水道機工㈱

☆ ミサワホーム東京㈱世田谷支店

☆ ㈱ライステック ☆ 美容室ビューロード

☆ 保田医院

☆ 伊藤内科胃腸科 ☆

東京土建組合けやき分会

