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桜丘まちづくりニュース

ＮＯ７

平成２１年９月

―快適に住み続けられるまちづくりー 発行：ＮＰＯ世田谷桜丘まちづくり
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀
桜丘のまちは住宅や商店街を中心にした都会近郊型地域ですが、一方で土の香りが豊富に残っている
まちであることも魅力のひとつです。かつては陸稲や野菜を産する農業地域であった名残が今でも野菜
農園として随所に見られます。地元で作られた新鮮な野菜を食卓に！！
【春・夏野菜】
ト マ ト き ゅ う り
枝豆 トウモロコシ
キャベツ いんげん
ジャガイモ なす
ブロッコリー など
[こんな野菜も]

①
②

竹の子 ピーマン
かぼちゃ 玉ねぎ
ブルーベリー

⑧
⑥

【秋・冬野菜】

⑨

大根 ねぎ 小松菜
ニンジン キャベツ
白菜 ホウレンソウ
カブ ブロッコリー

⑦

③
④
⑤

⑪

[所によっては ]
サトイモ
芽キャベツ

⑩

八つ頭

①～⑪までの数字は、野菜直売スタンドの所在地を示します

野菜作りの体験

自動販売機や

レジ袋やエコ

農地の宅地化で

ができる場所が

無人の店があ

バックを持参

野菜農園もどんど

あります

り ま す 。 100

ください

ん減っています

円玉の用意を

ドイツの保育園はキンダーガルテンと言って、子供たちが野菜作りを体験することで、環境
の大切さを学ぶそうです。世田谷区が緑豊かな環境といわれる所以は、農地の緑と屋敷林が
あるためです。世田谷区の真ん中に位置する桜丘にある農地は地域の宝ですが、農地を維
持していくのは大変なことです。今後も変わることなく続いてほしいものです。
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シャンソンコンサート開催(6 月 20 日)

グリンカアンサンブルコンサートは 9 月 12 日です
参商会商店街では、お客

クラシックが主流だったコン

様還元感謝イベントとし

サートが、昨年はジャズコンサ

て、年に一度文化事業を

ートを開催して好評を得ました。

開催しています。今年も、

今年は商店街の三橋さんの紹

地元在住のソプラノ歌手

介で、地域に在住のシャンソン

である嶽道優子さんの企

の演出家であるアン安藤さんの

画で、ミラノスカラ座のメンバーによるコンサートを開催

ご協力を得てシャンソン歌手のかとうえい子さんによる「シャン することになりました。今回も、できるだけ商店街を利
ソンコンサート」を開催しました。パリ祭企画イベントとして会場 用していただこうと、商店街の組合員店舗で感謝券を
飾りも子どもたちの作った赤・白・青の花で飾られ、開催前か もらうと、座席整理券が 1,000 円割引になるというシス
ら盛り上がりました。日本シャンソン協会の顧問を務めるアンさ テムにしました。今回のコンサートは、今までも何回か
んの素晴らしい演出、また「銀巴里」で金子由香利さんや美輪 出演してもらっているフルートのダビデ氏、前回もお願
明宏さんなどの伴奏も務めた久保田廣和氏のピアノ、沢田研

いしたクラリネットのメロー二氏、そして今年が初めての

二さんなどの伴奏を務めたアコーディオンの田ノ岡三郎さん バスーンのガブリエレ氏といつものフィリップ氏の 4 人
の伴奏で、「サントワマミー」「パリの空の下」「バラ色の人生」 によるコンサートになります。曲目も、グリンカ作曲な
「愛の讃歌」など、かとうえい子さんの素晴らしい歌声にパリを

ど、珍しい曲目も多く 2 時間たっぷり楽しめる企画とな

連想させるひと時でした。

りました。

ペットボトルのキャップ回収にご協力ありがとうございます。
参商会の天野肉店の前に設置された回収ＢＯＸの協力もあり、昨年１２月から今年８月
までの回収量は約２１００㎏（８４万個）になりました。業者への売却代に加えて、４月
からは世田谷区からの報奨金も出ることになり、９月には 35,000 円を受け取ります。
今回も、全額「ＮＰＯ世界の子供にワクチンを日本委員会」に寄付することにいたしま
す。これにより 1,750 人の子供をポリオから救うことができます。日ごろの皆様のご協力
に厚くお礼申し上げます。桜丘まちづくりは、「次代の担う子どもたちを育てる」ための
様々な事業を行っておりますが、ペットボトルキャップの回収も、キャップを再利用する
ことで良好な地球環境を次の世代に引き継ぐという目的もあります。子供たちは、地域の宝であり、地球の宝
です。未来を任せる子供たちを育てることが私たち大人の責任であり、私たち NPO は活動を続けています。

第３回まちづくり絵画コンクールのお知らせ

第１０回ウォーキングラリー実施 １０月１８日（日）

今年はみなさんから応募いただい

平成１２年に初めてウォーキン

た作品を商店街のお店に飾って、

グラリーを実施して以来、多く

好きな作品に投票してもらいます。

の方々のご協力を得て、今年は

皆さんの素敵な作品を楽しみにし

節目の１０回目となりました。お陰

ています。

様でこれまで事故もなく、桜丘の

１．テーマ 「私の好きなもの」

恒例行事として定着してきました。地域にお住まいの皆様

２．サイズ はがきと同じ大きさ（裏にタイトルと名前を書

に桜丘地区のことをより広く、深く楽しみながら知っていた

いてください）

だくために、コースや出題内容もその観点から工夫してい

３．募集期間

９月５日～９月２５日

ます。地域の企業や商店からは商品提供のご協力をいた

展示 １０月１日～１８日

だき、皆様から大いに喜ばれています。今年は記念大会で

４．展示期間中にまたは １０月１８日のウォーキングラリ

もあり、新しい試みを導入するつもりですので、どうか奮っ

ーに商店街を回って好きな作品に投票して下さい。

てご参加ください。申し込み開始は９月末ごろの予定です。

古布・古着回収のお知らせ

次回１１月１４日（土）に開催の予定です。
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桜丘のおばちゃん家開設準備中
桜丘まちづくりでは、安心して子育てできるまちづくりとして、急な用事の時などに、1 時間でも 2 時間
でも、子どもさんを預けておけるコーナーを準備しています。ご意見等お寄せください。ご利用は会員登録
していただいた方、また、子供たちのお相手をしていただける有償ボランティアの方も募集していきます。

落ち着いて買い物
をしたいので、
その間だけでも、
預かってほしい

お客さんと大事
な話があるので
その間預かって
ほしい

親の介護など急な
用事で出かけるの
で数時間、子ども
を預かってほしい

幼稚園などの迎え
の時間に間に合わ
ない。お迎えと帰る
まで預かってほしい。

習い事や学校行事に
参加する時間だけで
も、預かってほしい

体の具合が悪いの
で、病院に行く間
預かってほしい。

子どもまちづくりの予定とおかしの森の活動
□９月 第 3 回桜丘まちづくり絵画コン
クール募集
・風鈴づくり
・敬老の日絵手紙づくり
□10 月 絵画コンクール展示
・表彰式
ハロウィンのお面づくりとハロ

ＮＰＯ桜丘まちづくりでは毎週水曜日に｢お菓子の森」の
駄菓子屋さんを開店しています。
毎回多くの子供さんが集まるので、子どもたちに「自分
たちのまちを作っていこう！」という気持ちを持ってもらう
ために｢子どものまちづくり」をサポートしています。
この企画は、町が子供を育てるのではなく、子どもが自主的により良いまちづ
くりをしていくことを目的として、商店街や地域のコミュニティーを活性化するた

ウィンパレード

めにとても役立っています。

（ペットボトルのキャップ

子どもたちから見た｢まちの安全」や｢人と人との絆」について、学校や学年の

を集めながらパレード）
□11 月 ｢21 年度子供のまちづくり」の
参加者募集と取材

違う者同士が 一緒に考え、意見を出し合い、協力して作業を達成していくこと
で、 自分たちが住むまちを見る目が育ってきます。どうか
子どもたちの 活動を温かく見守って応援してあげてください。

□12 月クリスマスの飾り作り

なお昨年度その第 1 号として『子どものまちづくり』という冊子

（防犯も兼ね）

を手作りで仕上げましたのでご案内申し上げます。1 冊 20 ページ

□1～3 月｢21 年度子供のまちづくり」
冊子づくり

で１部 200 円の寄付をお願いします。残りわずかですが
ご希望の方はＮＰＯ事務局にお声をかけてください。

「私たちの田中先生が金賞です」
子どもまちづくりの手作りコーナーで、絵や様々な手作り品を教えているまちづくり会員の田中章恵先生が
一枚の絵主催の第 38 回選抜展で見事「金賞」、フィレンツェ大賞展でも賞を得るなど、素晴らしい活躍です。
１０月１４日から新国立美術館、１１月２日から銀座あかね画廊、１２月には都美術館でフィレンツェ大賞展
の展示会に出展、また、カレンダー製作など多方面に活躍しています。子供まちづくりの様々な企画は、
田中先生が企画指導していきます。楽しい企画がいっぱいあるので、みんな気軽に参加してね。
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田中先生の紹介
されている本

先生へのインタビュー ⑦

地域との関係がますます深く

世田谷区立桜丘中学校
副校長 名 執

智

今年度、桜丘中学校に着任いたしました副校長の名執 智と申します。
どうぞよろしくお願いいたします。
本校は今年度から、「地域運営学校」（コミニティスクール）の指定を受け、
地域の方々の意見がより学校教育に反映されやすくなりました。
本校ではこれまで以上に地域に密着した学校教育を展開してまいりたいと
考えております。
伝統となりました「俳句学習」をはじめとして「世田谷フラワースクール」「東京都スポーツ推進校」「エ
コライフ活動推進校」など多種多様な教育を行っておりますが、これらの活動には地域の方々の協力
が欠かせないものとなっております。北校舎の新築と校庭改修、夜間照明設置など設備面も充実いた
しました。すばらしい環境の中で生徒達が伸び伸びと活動できるように、今後ともご協力を宜しくお願
いいたします。

まちづくり賛助会員の紹介

水道機工㈱

「水道機工」は、１９３６年（昭和１１年）の創業以来、『生活環境の充実・整備に貢献

することを社会的使命とする』という経営理念に基づき、水処理を基軸とした事業

写真

活動を通して、地球に優しい環境づくりを目指してまいりました。
大切な限りある水資源の有効活用と造水リサイクルなどで、水を核とした持続可能
な『循環型社会の構築』に挑戦し、社会に貢献する企業です。上下水道、汚泥再生、
ごみ浸出水処理に代表される公共水処理分野に加え、種々の膜応用技術などを
駆使した環境ソリューション提案による民需、海外事業への展開も強化しております。
これからも水処理総合エンジニアリング企業として水問題の解決に邁進してまいり
ます。
今後とも、地元企業として桜丘の皆様と共に、街づくりの推進に努めてまいります
ので、より一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

桜丘助け合い隊隊員募集（有償ボランティア）

桜丘助け合い隊では、地域の高齢者の方の支援事業として、草むしりや照明器具などの交換など、ちょっとした
お手伝いをしています。今後は、買い物代行や配達など高齢者支援と、子育て世代の支援事業として「桜丘のおば
ちゃん家」を運営していきたいと思います。ご協力いただける方を募集しています。保母さん経験者大歓迎。

「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より良い街づくりを目指しています。
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 1 年間 3000 円（月当たり 300 円）
発行者

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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