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令和 5年 (2023年)2月 第 36号 連絡先 調布市協働推進課

042‐ 481‐ 7036

北部地域文化祭 に参加 しました

ウィズコロナ社会となった令和 4年度も北部公民館で北

部地域文化祭(10月 29日 ～11月 6日 )が開催されました。

当会の展示「上ノ原地域の紹介 0上ノ原まちづくりの会の

活動紹介」は期間を通し例年通 り実施できました。

サシェ(地元産ラベンダーを用いた匂い袋)の 作成体験

は、今年は1日 (11月 3日 )だ けの実施とし、袋に入れた

作成キットと説明書を持ち帰つていただく形としました。

今年はキットと完成品合わせて昨年を上回る 97個 (昨年

70個 )を配布いたしました。親子連れから年配の方まで来

訪され楽しく交流できました。

また、子どもを対象とした事業「北の杜子ども体験塾」

を上ノ原まちづくりの会・健全育成推進上ノ原地区委員会 0

子 ども会連絡会・深大寺通 り商店会 。北部公

民館の共催で 10月 30日 に実施 しました。

まちづ くりの会では「なんちゃってゲー ト

ボール」を、その他団体が「射的」、「上ノ原

かるた」、カー ドゲーム「十三坂の審理」スタ

ンプラリーを担当し、秋晴れの一日、140名

を超える子 どもさん方に楽 しんでいただきま

した。 (ふれあい交流部)

安′む。安全パ トロール協力者募集中

「上ノ原まちづくりの会」のパトロール活動を地域の皆さんといっしょにしませんか。

ご連絡お待ちしております。 連絡先  長原碩え (携帯 090-6547-9237)

当会の活動紹介の展示

サシェの作成案内とキット配布が好評

なんちゃってゲームだが意外とむずかしい



コロナ禍、3年 目の上ノ原美化大作戦実施

当初 24日 の予定でしたが台風の影響による雨で

順延となり25日 (日 )市役所担当部署の協力を得

て実施できました。

当日100名 近くの地域の皆様のご参加を頂いて、

15か所の集合場所からスタート、学校を目指して

ごみを拾いながらの美化活動ができました。ごみは

いつもより少なく感じましたが、上ノ原地域がより

綺麗な街になりました。

また、環境美化部では地域文化祭の飾 り付けの一環で公民

館の花壇にお花を植えさせていただいた り、地域の 2ヵ 所の

宮ノ前児童遊園、けやき児童遊園の花壇へお花を植えた りと

いう活動もしています。 (環境美化部 )

映像 が半分、見学が半分

～3年ぶり、上ノ原小体育館で防災訓練～

令和 4年度の防災訓練の行事が 11月 26日 (土 )、

3年ぶりに上ノ原小学校体育館で行われました。

まだコロナ禍の影響が尾を引いているため、内容

は大地震の被害を映像で体感するビデオ上映が前

半、後半は防災に関する各種の知識を体験したり見

学したりするコーナー巡りになりました。

体育館の前半分を映画館、後ろ半分を展示

会場としました。

映像では大地震の際の「家具転倒」の怖さ

が戸建て編とマンション編に分けて写され、

来場者は「けが人をどう運ぶかだね」などと

納得されていました。

また「自助 0共助」を学ぶ映像

では、都内各地域の上手な助け合

いの仕組みに感心 した表情でした。

(防犯・防災 。交通安全部 )

ゴミを拾いながら上ノ原小学校到着

ゴミ分別も手際良く

被害を映像で体感

応急手当の裏技 防災用品あれこれ

持ち出し品なあに?ク イズに挑戦

段ボールベッド体験

大地震後やつてはいけないこと 物干し竿で担架



て招璽淮遁堀@κ勲 地域の話題 筵瑚笙χ(光◎懸動

上 ノ原小学校 よ り

日頃から、子供たちの交通安全、健全育成にご協力

をいただき感謝申し上げます。上ノ原小学校では、2

学期にスポーツ大会、音楽会など多くの学校行事が

ありました。また、5年生が調布市立小・中学校連合

音楽会に参加し、迫力のある演奏を披露しました。

さらに、出前授業も行い、3年生が読売巨人軍、4

年生が国際交流としてケニアとモンゴルの留学生、6

年生がゆめおり陸上クラブ、ブラインドサッカーな

ど大勢の方々に教えていただき、充実した学校生活

を送ることができました。 副校長 有馬 英子

神代中学校より

よろしくお願 い します。

健全育成推進上ノ原地区委員会より

◎調布市青少年健全育成地区親善ソフトボール大会が調布基地跡地運

動広場で令和 4年 12月 4日 (日 )に青空の下開催されました。

各小学校区より16チ ームが参加 6ブロックに分かれて試合を行い、

上ノ原チームは2試合<全勝>を勝ち抜きブロック優勝しました。

本校は今年で開校七十五年、地元にも多くの卒業

生がおられ、期待を寄せていただいております。生徒

数は都内で一番多く、活気に温れています。部活動も

盛んで、どの部も素晴らしい成果を残しています。

コロナ禍でまだ制限がありますが、今年は体育祭、

合唱祭、修学旅行を始めとする校外学習などが実施

できました。今後も地域の皆様の応援をいただきな

がら、ますます発展して参りたいと思います。どうぞ

校長 馬場 誠

◎第 35回書初め大会を令和 5年 1月 15日 (日 )に上ノ原小学校

体育館にて地域の 3～6年生を対象に開催しました。たくさんの子

ども達が参加し躍動感にあふれ、力強い字を書きました。その後、

北部公民館ギャラリーに展示、22日 (日 )に表彰状と作品を持ち

帰り、子ども達がとても喜んでいました。

スポーツ大会



北の杜ほくほく散歩実施報告 (北部公民館との共催事業)

10月 16日爽やかな秋晴れの中、「上

ノ原公園」から「かに山」付近までの

地域の見 どころを歩きました。今回新

しい試み として公民館で地域 に詳 し

い当会の運営委員から 40分程地域の

自然 と歴史 を学んだ上での散策 とし

ました。参加者からは、より理解を深

められたと喜ばれました。

た くさんの新発見に加え、帰 りは地

元野菜のお土産が付いて、まさに`ほ く

ほく'と した散歩でした。

地域の皆 さん と交流 しなが ら楽 し

く地元を知る企画、今後もぜひご期待

下さい。 (広報部 。事務局 )
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調布市北部公民館より

上ノ原まちづ くりの会 との共催事業について

令和 5年 3月 12日 (日 )に北の杜講座「北の

杜防災フェス」を開催予定です。

北部公民館の 1部屋を完全な真っ暗空間に

して「くらやみ体験」、「被災 しても美味 し

く !ア イデアクッキング」の紹介など,老若

男女共に体験 して災害時の備えを今一度確認

する機会 となるような企画を準備中。

また 3月 7日 (火)～21日 (火)ま で北部公

民館 1階ギャラリーで「北の杜地域展」 と称

し,健全育成推進上ノ原地区委員会,上ノ原

まちづ くりの会,子 ども会,深大寺通 り商店

会による紹介展示を行います。令和 4年文化

祭で産声をあげた「うえのはらカルタ」も紹

介 します。

防犯パ トロール に市職員が同行

年末年始の防犯活動の一環として、市の

総合防災安全課では市内各地区で同行パ

トロールを実施しました。

上ノ原では各校終業式の 12月 23日 に

地区 として上ノ原公園か ら上ノ原小学校

周辺までの夕方パ トロールに参加いただ

きました。      _

明大グランドが昔ありました

(深大寺レジデンスにて)

まずは講義で概要を学習

散歩 した地域 (明 治 39年頃の地図)

公民館前坂道「善並坂」の説明
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不法投棄を見かけたら、市へ連絡 しま

◇ 公園内 → 調布市 緑と公園課  ЪL

◇ その他 → 調布市 代表電話へ  ЪL
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