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桜丘まちづくりニュース
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―快適に住み続けられるまちづくりー
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～

子供たちのまちづくりにご協力ください

～

日頃より子どもたちを通じてのまちづくり活動にご理解とご協力をいただきましてありがとうございます。
昨年 4 月に開設した駄菓子屋「おかしの森」
（毎週水曜日・午後）には毎回多くの子どもたちが集うようにな
り、親子や子供たち同士のコミュニケーションの場になっています。また挨拶やごみの始末、後片付け、交通安
全など子どもたちのマナー向上にも一助の役割を果たしています。
駄菓子屋と合わせて開催している「ものづくりコーナー」で作られた作品の展示やコンテストには皆様からの評
価や入賞商品のご提供をいただき、子どもたちの創作活動に大きな励みになっています。特に、昨年行った参商
会の皆様の宣伝を兼ねた作品は子どもたちと商店街とのつながりを深めるのに大きな効果がありました。また、
この秋には商店街のペナントを子どもたちの絵で飾ろうと、一生懸命制作に励んでいます。桜丘デイホームへの
訪問もお年寄りと子どもたちの楽しいふれあいの場になり
ました。
今後こうした子どもの目線による社会とのふれあい活動をさらに
発展させ「まちづくり子ども会員」として地元の将来を担う役割を
果たせるように育てていきたいと考えています。つきましては、子
どもたちの活動が安全で実りの多いものになりますようバックアッ
プをお願い申し上げます。
○子供まちづくりは、毎週水曜日の午後にコミュニティステーショ
ンで行っています。
中学生以下なら、誰でも参加できます。楽しいからみんなおいで！

―子供たちのものづくりの様子―

「ジャズコンサート」 ～桜丘にジャズがやってくる～
桜丘の恒例となってきたまちづくりコンサートですが、今まではベルリンフィル・トリオなどクラシックを中
心に行ってきましたが、今年はおもむきを変えてジャズコンサートを企画してみました。「村田憲一郎トリオ＋
大森明」をお招きしてのコンサートです。吉祥寺の「サムタイム」
、新宿の「Ｊ」、御茶の水の「ナル」等の各地
で活躍している演奏者が桜丘にやってきます。
会 場：例年コンサートを行っている桜丘ホール（桜丘集会室）
開催日：１１月１５日土曜日午後５時半開場６時開演
■リーダーの村田憲一郎さん
30 歳頃からプロとして演奏活動を始めて昨年４月に村田憲一郎トリオを結成
■メンバーのベース山村隆一さん
ルネマクリーンとの競演をきっかけに本格的にジャズの演奏活動を開始
■ピアノの古谷 淳さん
バークリー音楽院在学中よりプロとしてボストン、ニューヨークを中心に活動
■アルトサックスの大森 明さん
バークリー音楽院卒業後 8 年間ニューヨークに滞在中に数多くのミュージシャンとの共演
新しく「NPO 桜丘まちづくり」の会員として登録していただける方（年会費 3,000 円）
、安全で快適なまちづくり
活動への協力をしていただける方（協力金 1 口 1,500 円ご寄付願います）
、また、中学生以下でご希望の方を招
待します。11 月 5 日までに NPO 事務所で座席整理券を受け取ってください
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桜丘助け合い隊の参加者が増えています
桜丘並びに周辺地区にお住まいの多くの支援者のご協力を得て「桜丘助け合い隊」が発
足してから約一年になります。もっぱらご高齢の方々がお困りになっているかたをお手伝
いする目的で始めたこの事業も、次第に多くの方々に利用していただくようになりました。
お部屋のかたづけ、ご不在時のペットへのえさやり、雑草取りや庭木の剪定など日常生活での簡単なお手伝い
に役に立っています。子供たちが遠くに住んでおり、親に何かあったら心配なのでいざという時に助けてほし
いなど、安心して住み続けるためにご利用なさっている方も増えてきました。また、
「時間的にも余裕が出きて、
困っている方の役に立ちたい」と言うことで、会員になっていただく方も増えています。どうかお困りのこと
があれば何なりとＮＰＯのコミュニティステーションまで電話か直接おいでいただきご相談ください。
1 時間 800 円の有料支援になりますが、同じ地域に住む方々同士の助け合い活動ですので、安心してご依頼い
ただけます。なお、支援していただける有償ボランティア（800 円の中から事務経費を引いた金額をお支払いし
ます）も併せて募集していますので是非ご協力ください。
安全に安心して住み続けられる桜丘にするために、
「このような支援があればいいな」とか「このようなこと
をしてあげたいといった提案があれば、ぜひ教えてください。

地域のコンビニの店長さんが振り込み詐欺を未然に防ぐ
――振込詐欺にあいかけた方を未然に防いだ宮沢さんに「警視庁の副総監から振込詐欺の防止で感謝状授与」――

～コンビニは地域の安全・安心施設です～

いつもコンビニをご利用頂き有難う御座います。

ファミリーマート桜丘三丁目店
店長 宮沢 常喜 （まちづくり会員）

さて、皆さまはコンビニにどんなイメージをお持ちですか？
24 時間営業で食品や生活用品が何でも揃い、公共料金の支払い・銀行
の決済機能を一部肩代わりする機能を持ち、納税や代金決済で使う機
会が多い、ＡＴＭでのお金の出し入れができる処。他にも地域（保育
園・幼稚園・小・中学校も含め）への安全情報の発信・提供、子供や
女性の方の駆け込みし易い明るいお店。災害時には可能な限りの営業
継続・帰宅困難者への支援が行えるなど、色々な特長を兼ね備えたと
ころでもあります。

感謝状授与式の様子
当店では近隣の東京農業大学（学生・職員含め 1 万人＝頭脳集団）と地域や文教施設（保、幼、小、中学校）

の研究課題に対する協力を進め、区教育委員会よりの委嘱で学校支援コーディネーターとして活躍しています。
個人的には小学校 3 年生の社会科授業で講演、近隣少年野球 6 チームによる「農大少年野球大会」を主宰、子
ども花火大会や年末サンタなどを催して地域に貢献しています。
今年から「還暦野球」に参加、チーム名は「全世田谷野球倶楽部」。還暦リーグは 60 歳以上、Ｐリーグは 70
歳以上で構成され現在約 50 名。昭和 24 年生まれの方は来年春から登録して試合に出場可。部員募集中です。
興味ある方はご連絡ください。

まちづくり音楽祭出演者募集中
おなじみになりましたまちづくり音楽祭も今年で 15 回目を迎え、12 月 13 日（土）に開催されます。毎回、
音楽大学に在学中で将来演奏家を目指しておられる方、桜丘周辺にお住まいで演奏活動の場をお探しの方、地
元で日ごろ合唱や合奏の練習に励んでおられる方などに演奏の機会を提供し、合わせて地域の文化水準の向上
を図り、地域の皆様にも音楽の楽しみを味わっていただくための催しです。器楽・声学・邦楽なんでも結構で
す。演奏時間は 15 分から 20 分程度でお願いいたします。出演ご希望の方は電話・ＦＡＸでＮＰＯ世田谷桜丘
まちづくりまでご連絡ください。多くの方々のご出演をお待ちしております。
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ボランティア活動参加のお勧め
～老後の時間を豊かに過ごすために～

まちづくり会員

伊藤和彦

私は 2 年半前に 40 年近い会社生活を引退し、晴れて自分の時間を自由に使え
る身になりました。かねてから退職後の生活については今までやりたくても時間
がなくてできなかったことに取り組んでみようと、ひとつは学生の時代に勉強そっちのけで取り組んだ楽器の
演奏に 40 年ぶりに挑戦、それからもうひとつは、興味を持ちながらなかなか手が出なかった、日本の歴史を
勉強してみようと講座に通い始めました。それから、海外への旅もぜひ年に 2 度程度は実現したいと夢を膨ら
ませました。しかしながら、これらに費やする時間よりもさらに多くの時間があります。私は桜丘に住み始め
てからはまだ 15 年ほどですが、比較的地元の方々とのお付き合いに恵まれて、本 NPO への参加の打診を受け
ていました。退職後間もなく実際に会員としての活動を始めて、今では毎日の時間のかなりを費やするメイン
の日常生活のフレームになっています。加えてその後、町会の仕事やマンション管理組合の役員などを頼まれ
て、やれるものは何でもやってやろうとの意気込みでそれぞれ引き受けることにしました。お陰様で今は地域
の中にどっぷりつかって、まちづくりに多少の役に立っていると自認しています。ボランティア活動は義務感
や責任感ではなかなか務まるものでなく、自ら楽しんで活動に参加することが長続きの秘訣です。どのボラン
ティア団体もそうでしょうが、人手の確保が最大の課題です。どうかこれから定年退職して新たな日々を迎え
る皆様には「NPO 世田谷桜丘まちづくり」に加わっていただき、桜丘並びに周辺の地域が住みやすい、安全で
文化的な街になるように共に力を尽くしていこうではありませんか。皆様の参加を心からお待ちしています。

【平成 20 年度今後の行事予定】
○10 月 25 日（土） 桜丘中学校「桜フェスティバル」 ■子供まちづくりのスケジュール
○10 月 26 日（日） 第 9 回ウォーキングラリー開催
○10 月 29 日 ハロウィン仮装
○11 月 7 日（金）～ 桜丘区民センター祭り参加
○11 月 15 日（土） 「古着・古布回収」
○11 月 15 日（土）
「ジャズコンサート」
○12 月 13 日（土）まちづくり音楽祭〔桜丘ホール〕

ペットボトルキャップ回収
○11 月 8、9 日 センター祭り参加折り紙、コマづくり
○11 月 13 日 クリスマス飾り付け
「防犯を兼ねて商店街の PR になるもの」づくり

お茶会が国際交流・地域交流・若者交流のコーナー開設
コミュニティステーションでは、毎月第 3 土曜日の午後 2 時からお茶会を通
じての国際交流コーナーを開設することにしました。桜丘地域には、いろいろ
の国から来日して生活している方が多くいます。東京農大にも留学生がおりま
す。この方々が、コミュニティステーションを訪れる機会も増えてきました。そこでこのような外国から来
た人たちとの交流を通じて、文化や習慣など話し合いながら、会話なども習得できればお互いにコミュニケ
ーションができ、楽しい街になるのではないかと思います。
また、桜丘はワンルームのアパートやマンションなど、独身の方も多く住んでいます。このようなひとり
暮らしの若者が、気楽に遊びに来られるたまり場としてのコーナーとして利用できればとの思いでこのコー
ナーを開設することにしました。若者に限らず、桜丘周辺には多くの新しいマンションが建ち、新しく桜丘
に住み始めた方も多くいます。お互いに顔を知ることで、桜丘の魅力を伝えることができ、コミュニティー
づくりに貢献できるものと期待しております。
地域のたまり場としての「桜丘コミュニティステーション」の新しい企画です。ぜひ、友達を誘いあって
参加してください。外国人の方で、国の文化を伝えたいという方もぜひ参加してください。
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桜丘の先生へのインタビュー

⑤

「私立」の「小学校」と地域
大阪の池田小学校事件以来、保護者の方たちの登下校時の子ども
たちの安全対策への関心が急速に強まりました。
学校としての「対策」を問う声が数多く寄せられました。監視カメラ、警備

私立和光小学校
副校長 平野正美

員の常駐、受付での入校チェック…とやれることはすぐに取り組み始めました。
しかし、私は考えました。一番大切なことは…･？！ 地域の方々に「私立」で

ある「和光小学校」の子どもたちも「公立」の子どもたち、つまりは身近な地域の子どもたちと同じように
目と心とを向けていただけるような関係を作ることが一番大切。子どもたちを守るのは、地域の方々の力に
あると考え、商店街、町内会、さまざまな団体…とのつながりをつくり、関係を深めることに力を尽くして
きました。農大通り商店街、すずらん通り商店街、千歳船橋参商会商店街、桜丘一丁目町会、桜二丁目町会、
ＮＰO 法人「かがやく目」
、同じく「ワンワンパトロール」…そうした努力は桜丘小学校とのつながりの中で
「桜丘小学校学校協議会」にもオブザーバー参加させていただけるようになりました。
「私立小学校」の子どもたちも地域の子どもたちと同じ子どもたちとして、暖かく見守ってもらえるような、
地域とのつながりが深い学校にしていきたいと思っています。

商店街の街づくり会員の店の紹介

美容室

ビューロード

千歳船橋にお店をオープンして、この 10 月で 24 年になりました。
最初は城山通り（現“魚民”の 2 階）に開店し、そこで 17 年営業
しました。その後、現在の稲荷神社通りに移転して 7 年になります。
当店は家庭的雰囲気を大切にし、親切、丁寧をモットーにしてい
ます。来て下さるお客様の層が厚く、高齢の方から小さなお子様ま
で、また男性のお客様も多く、幅広い年齢層の方々にご利用いただ
いております。お一人暮らしの方など頭を綺麗にしながらおしゃべ
りを楽しみにいらっしゃる方もあり、おばあちゃま、娘さん、お嫁
さん、お孫さんと四代に渡って来て下さっているお客さまもいらっしゃいます。お客様と会話を交わすこと
で、地域のそして商店街の憩いの場として「人の和づくり」に貢献できればとも考えています。
七五三、成人式、結婚式など、思い出に残る儀式の着付けもお手伝いさせていただいています。
また、お客様の手作りの作品を紹介するコーナーを作り、ご来店の皆様に楽しんでいただいております。
活気ある商店街に、桜丘のまちづくりに少しでもお役にたてばという思いで、会員として登録させていただ
きました。これからも、地域の方々の「顔が見えるまちづくり」活動に協力していきたいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。

「NPO 世田谷桜丘まちづくり」の会員を募集しています。
次の世代を担う子供たちの育成・地域環境整備を目的に、音楽会、まちづくり祭り、古着・古布回収、ペッ
トボトルキャップ回収、ウォーキングラリー、助け合い隊などの活動を通じて私たちの住む街をより良くす
ることに貢献しています。

ものづくり講習会の優先参加や音楽会へのご招待などの特典があります。

稲荷神社前のコミュニティステーションまでお申し込みください。
会費 ：個人会員
発行者

1 年間 3000 円（月当たり 300 円）

賛助会員 1 年間・一口 5000 円

特定非営利活動法人 世田谷桜丘まちづくり
TEL・FAX：3427-4181
世田谷区桜丘 2-20-10
E-Mail： npo.sakuragaoka@diary.ocn.ne.jp
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