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※ホームページ・ facebook では、 
地域の情報を掲載しております。 
是非ご覧ください！ 
https://tgmotikukyougikai.blogspot.com/ 

誰もが いつまでも 住み続けたい 魅力あるまちに！
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＜お問い合わせ先＞ 
玉川学園・南大谷地区協議会事務局 
（玉川学園コミュニティセンター駅前連絡所内）　　 
　TEL 042-732-9372 
代　表　　服部　知行　hym-kaede@jcom.home.ne.jp 
事務局長　篠原　佑　　shinotasuku@yahoo.co.jp 

このまちは
、人が宝で

す

　　　　　　～２０２２年度総会のお知らせ～ 
総会日時：６月１９日（日）１０時～１１時半　 

　　場所：玉川学園コミュニティセンター２F多目的室 

　　 議案：①2021年度事業報告②2021年度会計報告及び会計監査報告③2022年度事業 

　　　　　　 計画及び収支予算案④2022年度役員及び構成団体⑤新役員及び新構成団体等 

～２０２２年度事業計画～
街かど・なんでも相談室 剱持　勝 mkenmochi@nyc.odn.ne.jp
玉ちゃん図書室 舩生　みどり kenzentama@gmail.com 
空き家にしないための啓発 木村　真理子　 atelier@kimuramariko.com
広報・事務局 翁　真由美 tgmo.tikukyougikai@gmail.com 
はなびら市・地域活性化 篠原　佑 shinotasuku@yahoo.co.jp
おむすび食堂＋冒険遊び場 石川　千穂 omusubi.playpark@gmail.com
ご近所さん会🌸お庭カフェ🌸 木村　真理子　 atelier@kimuramariko.com
桜実会・認知症対策 三浦　光利 mmiura@crocus.ocn.ne.jp
緑と街並み事業 木村　彰男 kimura21@jcom.home.ne.jp
AR浸水擬似体験 和田　矩一 norikazu83wada@hotmail.co.jp
多世代居場所づくり 翁　真由美 tgmo.tikukyougikai@gmail.com 

　　～認知症とともに生きるまちづくり～キバナコスモスプロジェクトが始動しています！～ 
　昨年、桜実会や南大谷あんしん相談室で咲かせていたキバナコスモスのことを皆さん、ご存じですか？
今年は地域の方にキバナコスモスの種をお配りして育ててもらい、その花がらで草木染めワークショップ
を開催します。ワークショップでは、ハンカチやストールの草木染めや絞り柄を楽しみながら、認知症の
理解を深めたり、使い終わった花がらをキエーロという生ごみコンポストで土に還し、自然循環の営みを
学びます。種を配布する際は、認知症のシンボルカラーが「オレンジ」であること、9月は「世界アルツ
ハイマーデイ」に設定されていて、日本だけでなく世界中で取り組まれていることをお話しし、人ごとで
はなく自分ごととして認知症に関心を持ってもらうことが目的です。認知症の方だけでなく、認知症の方
と暮らすご家族を周りや地域はどうサポートしていけるのかをみんなで一緒に考えるきっかけとなること
を願っています。キバナコスモスを見かけたら、認知症とともに生きるまちづくりを行っているのだなと
思ってもらえると嬉しいです。 
協力：玉川学園・南大谷町内会自治会連合会、玉川学園商店会、玉川学園・南大谷地区協議会、 
　　　町田第３高齢者支援センター　その他趣旨に賛同いただける団体　桜実会 

盆踊りをご一緒に楽しみませんか 
コロナ禍でお祭り行事が縮小される中、日本文化の象徴の一つに上げら
れる「盆踊り」を通じて、適度な運動と人々の和を広げることを目的に、
昨年１２月より玉川学園コミュニティセンターで盆踊りを楽しむワーク
ショップを始めました。盆踊りは簡単な踊りの動作の繰り返しで、お子様
からご年配の方まで楽しめます。 
毎月2回、平日（主に金曜・水曜）の午後1時半～3時（3時～4時は 
希望者で朗読の練習もしています）、普段着で休憩は自由に取れます。 
施設利用料としてお一人300円の参加費です。 
開催予定日はコミュニティセンターホール前の掲示板のチラシをご覧ください。 
（今後の開催予定、6月3日、17日、7月１日）。 
なお、7月25日（月）は午後6時30分頃よりコミュニティセンターホールでの盆踊り大会に参加予定
です（こちらは入場無料です）。東京オリンピックの閉会式でも披露されました盆踊りで、適度な
運動を皆さんとご一緒に楽しみましょう！ 
踊りと朗読の「夢ごころ」　お問合せ：富樫(とがし)（080-5062-7230）

　　　　　　「玉川学園コミュニティセンター　利用団体発表会」開催 
　昨年5月にリニューアルオープンした玉川学園コミュニティセンターは、6月から施設利用が始まり、 
　現在２００を超える団体が登録しています。このセンターが地元の皆さんにもっと身近に感じて頂 
　けるよう、玉川学園コミュニティセンター運営委員会主催で、参加団体の発表会を行います。 
　今回が初めての企画です。「こんな団体が参加しているんだ！」と少しでも皆さんに知って頂き、 
　楽しんで頂ければ幸いです。イベントの詳細は、6月中旬に同館ホール前の掲示板に掲示します。 
　　　　　　　　　　　　　　　皆さんのご来場をお待ちしています！ 
　　　　　　　　　　※コロナの感染状況により、内容が変更となることがありますのでご了承ください。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記 
　　　　　　　7月25日（月）　場所：地下1階（ホール、ホワイエなど） 
　　午後1時～6時頃まで　　　　　コーラス、合奏、踊り、落語、朗読の発表、 
　　　　　　　　　　　　　　　　 子ども達のお点前によるお茶会等 
　　午後6時30分頃～8時頃まで　　盆踊り大会（お子様向けの曲・玉川音頭・町田音頭など） 
★盆踊り大会に参加される方は、幼児を除きマスクの着用をお願いいたします。また飲食はできません。 
　お問い合わせ：玉川学園コミュニティセンター　℡732・9372 

一緒に楽しみませんか！

mailto:shinotasuku@yahoo.co.jp
mailto:mkenmochi@nyc.odn.ne.jp
mailto:atelier@kimuramariko.com
mailto:shinotasuku@yahoo.co.jp
mailto:omusubi.playpark@gmail.com
mailto:atelier@kimuramariko.com
mailto:mmiura@crocus.ocn.ne.jp
mailto:kimura21@jcom.home.ne.jp
mailto:norikazu83wada@hotmail.co.jp
mailto:shinotasuku@yahoo.co.jp
https://tgmotikukyougikai.blogspot.com/
https://tgmotikukyougikai.blogspot.com/


＜第1２回　はなびら市＆さくらめぐり～開催報告～＞ 
3月26日（土）三丁目こども広場では第12回はなびら市＆さくらめぐりが行なわれました。子どもも大人も楽しめる屋台が数多く出店され、地域の沢山の方で 
賑わいました。今回は、地域を盛り上げてくれているプレーヤーたちをご紹介します！

ニットとジャムbyニット工房＆わあくす・わあくすスマホ講座
若い家族にあえるチャンスを生かすため、楽しいすぐ使える雑貨や
手作りジャムなどを販売しながら、わあくす広報のたよりとパンフ
を手渡しました。とにかく親づれの笑顔が会場いっぱいに溢れ、
コロナなど飛んでけの日でした。

＊昨年から地域のシニアが充分にスマホを使えるようにスマホボランティアの育成を開始
しました。連絡先：waakussu21@gmail.com

goes on  
がま口・バッグをminneで販売しています。本町田団地内
「パン工房 ほろほろ」でも販売しています。

主催：玉川学園はなびら市実行委員会

お茶会体験（野点） 
町田五小の「まちGO！」で放課後の茶道部や 
「まちの縁側 一丁目加々美さんち」で子ども達と 

お稽古しております。お茶会も定期的に開催しております 
ので、子ども達のお点前とお抹茶、玉川虎屋さんの美味しい
お菓子をお召し上がりください。蛯名美鈴 

ソーラー充電の電気自動車で地域の小さな移動を考える 
試乗会が行われました。主催：モビリティーワークス

花をめぐって焼き団子&さくらスタンプラリー
「花を巡って焼き団子」を交流事業として６回目の参加でした。
３か所回ってスタンプを集めるとお団子をゲットできます。
赤い桜マ－クをポンと押してもらうと子供たちはそれだけで

嬉しそうでした。串刺ししたお団子は240本でて、焼きたては醤油の香り
が美味しいと評判でした。
共催：NPO法人玉川学園地区まちづくりの会「さくらと緑のプロジェクト」
　　　玉川学園町内会第二地区

　　MGサッカークラブ 
女の子も男の子も！町五小校庭で、元気にサッカーして 
います！！優しいコーチ達が、教えてくれるよ。
1～3年生　水・土　　 
4～6年生　火・木・土 

こだちの家マルシェ　 
毎月第3日曜日9:30-12:30 玉川学園5丁目のリフォーム工房 
ベネ・ヴィベレ前で開催している街の小さなマルシェです。 

毎日を楽しく彩る手づくり雑貨と笑顔を運ぶお菓子や食材を販売して
います。 
https://www.facebook.com/groups/160758452637949/?ref=share 

Atelier K   
手作りアクセサリーと布小物などの販売。 
編みぐるみとウクライナカラーのアクセサリーの売上は、隣国
モルドバが行っている難民支援に寄付させていただきました。 

『プレーリヤカーがやってくる♪』 
ひろばが遊び場に変身。水遊びに泥遊び！ランチもあります。 
第2.4火曜日10時半～13時 in3丁目こどもひろば 

活動日時、詳細はこちら→https://www.facebook.com/cloverosoto/ 

アートスペースMATSI   展示販売 
・ひょうたん大王（エコアーティスト）ひょうたん、 
　農作物 
・梅津恵四郎（木工作家）アクセサリー、花台、椅子 
・谷吉重雄（ひょうたん作家）ひょうたんランプ 
・衛守和桂子（彫刻家）手びねり食器

着付け体験と着物販売クラブ 
地域のみなさんのたんすに眠っている着物をいただき、干して、 
洗って、はなびら市で販売しています。 

　　 ふだんは玉川つばめ通信を作るなど気ままに活動しています。 
　　 玉川つばめ通信は次号よりリニューアル予定。乞うご期待！ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇野津 暢子 
南大谷でラクで自然な着付けの提唱者の笹島式着付け教室をやっております。アットホームな雰囲気
でのお稽古です。無料体験お稽古も行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さいませ。 
お問い合わせ先042(721)5970  留守番電話ですので、お名前をお入れ下さい。 
後ほどご連絡差し上げます。足立公美 

Ordinary Things 彫金アクセサリー × ツクルテ 
Ordinary Things  
彫金作家。ギャラリーウェアミーの企画展や毎月
第四日曜日開催の8マルシェなどに不定期に参加。 
　　　ネット販売とインスタグラムのリンク先→ 

ツクルテは玉川学園町内でアート・食・自然環境を
テーマに活動する非営利団体です。米袋と柿渋、新聞
で作るバッグのワークショップやオーダーも受け付け
ています。E-mail:tsukurute0606@gmail.com 

PUR BIJOUX 
金属アレルギー対応のハンドメイドアクセサリーを
販売しています。 
玉川学園前、おやつと雑貨poco a poco、 

　　　　　　　エステサロンCRYSTAL HAND、 
　　　　　　　minneやinstagramからご購入いただけます。 

enui 
リボンマスク、バッグなどの布小物を製作 
しています。販売場所(敬称略) 玉川学園前 
・こだちのいえマルシェ 

　　　　　　　　(毎月第3日曜日玉川学園5丁目開催) 
　　　　　　　・おやつと雑貨poco a poco(ポコアポコ) 
　　　　　　　・ヘアサロンLino - eheu -(リノエヘウ) 

町田ワインは、世界で最も権威あるワイン
コンクールで世界一になったワイナリーで 
醸造されており、はなびら市でも販売を行い
ました。エスポア中野屋（原町田）、
Amazonなどで購入可能です。ゼネラルマネージャー渡辺文久 

「ウィッチンケア」は町田市本町田在住
のフリー編集者・多田洋一が発行する個人
主宰の文芸創作誌。町田ゆかりの寄稿者や、

町田をテーマにした作品も多く掲載されています。
2010年4月創刊。年1回発行で、今年4月に第12号が出ました。 
Amazonを始め都内大手書店で入手可能。町田では久美堂各店、ブック
ファースト町田ルミネ店でお取り扱い頂いております。

OMUSUBi 
（おむすび冒険遊び場&おむすび食堂×ちゃぺるカフェ×ゆるカフェ） 

OMUSUBi は、ご近所のみんながゆるやかにつながって、町中に笑顔が
いっぱいになったら嬉しいなと、活動しています。 
ぜひ、遊びにきてくださいねっ！ 
　　　　　　　　　　　活動日時等、詳細はこちらから→ 

７丁目にある「玉ちゃん図書室」です。
（開室日：毎週水曜、土曜10時～16時） 
ほっとする、みんなの居場所として皆様の 

　来室をお待ちしています。 
毎月第３土曜日11時～12時には、様々なイベントも催します。
第1回　6月18日（土）は紙芝居・読み聞かせ
＆花束のポップアートカード作りです。 
お気軽にお立ち寄りください。 
玉川学園地区社会福祉協議会 
『玉ちゃん図書室』玉川学園7-7-21   
 Eメール：machitoshoshitsu@gmail.com 

＊通販サイト＊ 
https://enui.theshop.jp/ 

＊Instagram＊ 
https://www.instagram.com/_enui_

詳細はこちらから→

出張！きんじょの本棚�
きんじょの本棚は「どこで借りてどこで�

返してもいい街の本棚」です。�
本好きの店主さんが思い思いの�
本を置いて楽しんでいます。�
本と本好きな店主との交流を�
ぜひお楽しみください。�
        きんじょうみゆき

はなびら市のポスターを作ってくださっている池⽥さん！
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