
「ボランテイア交流会」開催

「チャリティバザー」も盛況

1月 19日 、「上ノ原ふれあいの家」にて開催致

しました。当催しは、日頃、パトロールや旗振り、

花植など地域活動に参加、協力頂いている皆様と

の親睦、情報交換の場として毎年開かれています。

市役所、警察、学校関係、地域の活動団体の皆

様にも参加頂き、委員による生演奏、お抹茶、お

汁粉などを楽しんで頂きました。

また終了後、地域の皆様のご協力で「チャリテ

ィバザー」を開催しましたところ、開始時間前か

らお並び頂くほどの盛況でした。

尚、売上金 25,960円は、全額調布市社会福祉協

議会へ寄付をさせて頂きました。
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生演奏も楽しみました

北部公民館との共催「北の杜講座」

私たちが住む地域は、その昔、どのような風景が広が

っていたのでしょうか。上ノ原まちづくりの会が地域の

方々と協力して集めた昔懐かしい写真や地図、手作りの

ジオラマを見ながら解説します。

上ノ原小学校、北部公民館、神代中学校、晃華学園周

辺など、また縄文時代の上器が出上した原山遺跡、平成

になってからの風景の激しい変容など、この地域の変遷

をたどります。

●日 程 3月 16日 (土)午前 10時～正午

●会 場 北部公民館第 1、 2学習室

●講 師 上ノ原まちづくりの会運営委員

イベントのお知 らせ

●定 員 申込み1頁 36人              、 日召和41年 (1966)つ つじヶ丘駅前広場

●申込み 3月 6日 (水)午前 10時から北部公民館へ電話または窓口にて

今年も開催されます。さまざまな出展やステージの

他、私たち地区協議会 (調布市内全 16ヶ所)の活動紹

介をします。

カフェで一服しながらおしゃべ りしませんか。

3月 17日 (日 )1)00～「市民プラザあくろす」にて
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ふれあいのある楽しいまちは、安心安全の街に結びつきます。

縄文中期の土器 (原山遺跡)

上ノ原まちづくりの会の部の一つであるふれあい交流

部の活動を紹介致します。

当部は、地域の方々に交流を深めて頂き、ふれあいのあ

る楽しい、安心安全な住みよいまちとなるよう活動してお

ります。

そのうちの一つが、6月 に開催しているふれあいコンサ

ートです。ここ数年は地区内にある晃華学園のマリアンホ

ールを貸して頂き、開催しております。

神代中学校合唱部・晃華学園聖歌隊の合唱、調布市文化・

コミュニティ振興財団のご協力で、調布国際音楽祭の一部

としてピアノ演奏、打楽器演奏、金管楽器演奏、四重奏な

ど、様々な方々にご協力いただき実施してまいりました。

日曜日の午後のひととき、地元で気軽に本物の音楽が聴

けるふれあいコンサートです。

毎年、300名から400名の方々に日頃はなかなか入れな

い、素敵なホールで楽しんで頂いております。

今まで、15回実施してまいりました。

2018年は、神代中学校合唱部、及び桐朋学園大学アン

サンブルと、若い音楽家で構成されているZEST BRASS

の金管五重奏でした。
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地域の方々と楽しめる事業を、今後もまち

して実施できるようにしていきたいと思い
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ふれあい交流部の活動 として他には、北部公

民館の北部地域文化祭への参加、ボランテイア

交流会の開催、北部公民館 との共催事業の実施

などを行っています。

昨年の北部公民館での文化祭では、地域の活

動団体 として地域情報や当会の活動を展示 し

なが ら、調布産のラベンダーが入ったサシェ

(匂 い袋)作 り、また子 ども会連絡会、健全育

成推進上ノ原地区委員会 と一緒にお楽 しみコ

ーナーを開催 しました。

1月 のボランテイア交流会では、地域活動団

体やボランテイアの方々とお抹茶、音楽演奏な

どを楽しみながら交流を深めて頂きました。

安心安全を目指す上ノ原地域活動では、地元

の方々、学校、PTAの 方々などで成 り立って

いることを実感 してお ります。今後 とも、上ノ

原まちづ くりの会は、地域の皆様 と共に歩んで

いきたいと思ってお ります。
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一 ―一防災訓練 2018-

2月 2日 北部公民館で「東京防災学習セ ミ

ナー」が開かれました。当会 と東京都の主催

で、今回の主題は「要配慮者・避難行動要支

援者への対策」。

阪神淡路大地震の被災者でもある講師が、

自身の体験をふまえ、まずは自分の身を守る

ことを第一にし、その うえで要配慮者、要支

援者を見捨てない心構えを説いていました。

昨年の防災訓練は 11月 25日 に上ノ原小学校

校庭 と体育館で行われました。テーマは「その

時、あなたはどうする ?」 で、これまで実施 した

ことがなかった種 目も登場 しました。

校舎の外では「スタン ドパ イプでの放水訓

練」。住民が道路にある消火栓にパイプを直結

し、水圧だけで火災現場に放水するとい うもの。

体育館では、大地震直後にやってはいけない

ことを大きく図示 して説明した り、家族への連

絡法 として携帯での「災害伝言板」のや り方を

解説 した りしました。他にも多数の種 目が用意

され、約 180名 の方が参加されました。

スタン ドパ イプでの放水訓練

まちがきれいにな りました (美化大作戦等 )

「東京防災」を題材に学習会開催

災害時や ってはいけないこととは ?

平成 30年 9月 η日上ノ原地域美化大作戦が

行われました。地域の多 くの皆様のご参加を頂

きあ りがとうございました。

この日は早朝 より小雨が降 り、開催を躊躇 し

ましたが決行 しました。美化大作戦実行中の 9

時から10時 ごろまでは雨が降らず、10時 30

分 ごろより降 り出す とい う天候で したが、200

名を超える参加者があ り、無事に美化大作戦を

終了できたことに感謝致 してお ります。

子供会のバザーも昇降口を利用 して無事に開

催できました。

なお、12月 1日 、2日 、宮の前児童遊園、ケ

ヤキ児童遊園、きつね山児童遊園の三箇所での

花壇の花の植え替え作業も無事終えることがで

きました。寒さにも負けず、アリッサム、パ ン

ジー、葉牡丹、ノースポールなど元気に育って

います。水仙のお花も咲き始めました。通 りか

か りましたら、お花たちに目を向けて頂けると、

美化部員一同 うれしく思います。

例年環境美化部の活動に多 くの方のお手伝い

を頂き感謝申し上げます。

「災害伝言板」 これで連絡 は安心

安心・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

いつしょに しませんか。 ご連絡お待ち してお ります。

連絡先 長原碩之 (携帯 090-65479237)

宮 ノ前 児 童遊 園


