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新年あけまして ‐
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おめでとうございます
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様々な有意義な意几え換がなさ
とが決定し`た|し,ま した。最終蒙

調布駅前ひろば検 討会を終えて
「調布駅前ひろ1卦錆寸会」は、調布駅前広場のあり方を市民参加で検討する場として、9月 24日から12月 23日まで計4回開催
され、学識経験者や公募市民、地域団体の代表等で構成された委員が、それぞれの立場から意見交換を行いました。地域団体の

代表として参力日した松澤不□昌いつしようふれあいネットワーク会長のほかに、公募市民として参カロをした荒丼賢―副会長よリレポートい

たします。

今から70年前 調布駅南口ひろばこは、第一小学校が建つていました。私が物
心ついたこ頃、学校は今の場所に移転し校舎の基礎だけが残つた跡地は格好の
遊び場でした。ネ甫助輪をタトした自転車|ご乗れるようになつたのも里予球のルールを覚
えたのもこの

″
ひろ|よ

′
でした。

その後、この場所に公民館が建ち、当時公民館の屋上から調布の街を見渡すこ
とができた記1意があります。そして、そこに南口□―タリーができ、今日に至つているの
です。

今回の検討会は、その回―タリーを大きくするという市の言十画が良いのかどうかを検
言寸する会だと考えています。そもそも、私が検討会のメンノt―に選|£れたのは運命と
しか思えません。なにしろ公募の最終日に応募し、公開抽選で26人の中から選ば
れたのですから。誰よりも多くこのひろばを不」用(通イ子)しているだろうこの私が。
9月の第一回会議から回を重ねるごとに、傍聴者の数は増え、12月の4回目に

は90人を超えるという市民の関心の高さでした。我らが地区協議会会長松澤氏
の「ここは子どもたちの通学路でもある!」 にという発言もあり、ノヾス・タクシーのための

大きな□―タリーか、国土交通省がこの1月 に出した方針のように「歩行者中心の
ひろ1調なのか。ということが問われているのだと思います。結局、市の答えは「大きな
□―タリー計画を縮小するように努力、検討する」というものでした。

令和2年度中には、具体的な整備案鵬 示される予定です。また、日―タリー以
外の機能についても、市民や地域と意見交換を行いながら検討を進めていくとのこ

とですが、これからもこの件については注意深く見守つていかなければならないと感じ

ています。
調布市で計画している南□―タリー縮4ヽ後の駅前ひろば模型図
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難 錮厖;

3年に一回グリーンホールで開催されるひ{約音楽祭。ステージ上は当日
の冷たい雨を忘れるほどの明るい元気さで温れていました。
今年のテーマ「みんなで一つの音色を奏で、感動を届けよう」を大事にした

各学年の合唱、演奏でした。合唱では「宇宙への手紙」(3年 )「気球に
乗つてどこまでも」(1年)「未矢日という名の船に乗つて」(5年)と 1士大な
歌声、「元気 勇気 ちから」(4年)の力強さ、「OLA Iひまわりver」 (ひ
まわり)の一生懸命さに感動し、どの学年もカラフルな花畑のような華やかな
Tシャツがステージを盛り上げてくれました。
6年生からは、「ばらばらでひとつの音色になかなかならなかつたけれど、練

習を重ねる度に一つにまとまっていきました」とリコーダー奏と合奏では「ノヽンガ
リー舞曲」を技術と1青感を込めて豊かに演奏しました。観客席からは、グリー

ンホールの大舞台に立つという素晴らしい経験をした子ども達へ感動の声が
あがり拍手がいつまでも続きました。

10月 27日 (日 )′ 19第―地域住民運動会が開催されましi

心配されていた朝方の曇天は、昼近くには秋空の1央晴に変オ
ら大人まで約650名もの人が参加して熱戦が展開されました。
経験豊かな大人たちが準備から進行までを担い、恒例競技

糸岡引き」では女子が底力を発揮して月券不」をおさめました。第一′

先生をはじめ鮮やかな緑色のTシヤツの先生方も大勢参加して
は大歓声でした。
地域のお店からの寄員曽の沢山の賞品をいただき、子ども達も|

勝は白組 (調布ヶ丘 1・ 3地区)で 、優勝カップと賞品のサツマイ
した。

1月 29日大雨が上がり、
春の気温暖かな中で第一

小学校恒例の1年生による
「昔遊び」が行われ、地域で
お手伝いに参加した。
125名が11の遊びにトライ
した。めんこ。竹馬。あやとり。

コマ回し……。竹トンば・¨。
本気で挑戦する姿は晴れ晴
れしくもあつた。声を張り上げ
、竹とんぼが飛ばせた日寺の満
面の喜び顔は宝石のごとく
燿びやかでもあつた。

あやとり 上手にできまし,
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1月 13日 (月 )グリーンホールで月
1203名女性1152名 )が新成人
成人式の前に|ま 1亘例となった中

の人が足止めていました。当時のi

い歓声があがり、成人になった自〕
不日太鼓部がオープニングを飾り、逆
ました。

床いっぱいに敷かれたプラレール          子どもの権利条約を子ども達にわかりやすく展示

12月 14日 (土)12時からバン、焼き菓子、木工作品などの9模擬店が開店。ステージは、今年
は第一ノ」ヽ学校吹奏楽クラブも参加し、桐朋学園短期大学のフルートカルテット、けやきの森学園の
和太鼓、第五中のダンス部、第七中の合唱部、調布南高校のダンス部その他の地域からの参加と
昨年より賑やかで楽しい舞台になり、観客も一緒になって歌し¶雨り、拍手大喝采でした。
電通大生によるプラレールの展示と運転操作は大人気。血管年齢測定を明治安田生命の職員

の方力瀬」定、特にご年配の方から大好評でした。展示室では「子どもの権利条約」の紹介や障害の
理解啓発、擬似体験]―ナーも設置され、「調布まつり」は地域に広がり、内容も多種多様(こなつて
きました。

1年生「気球に乗つてどこまでも・こいぬのま―ち」

床いっぱしヽこ敷かれたプラレール
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男女対抗「

卜からは校長
、子どもたち

喜しそう。イ憂
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10月 1日 に防災教育授業「普通救命
請習」を受ける第一小学校 6年生の皆
さんに贈呈した「AED設 置場所リスト
&マップ」の南半分です。(北半分はいつ

しょにネ41号に掲載しています)

地域の皆様も「普通救命講習」「上級
救命講習」を受講されることをお奨めしま
す。

講習日等詳細は東京消防庁 HP
http://www,tfd,metro.tokyo.jp/lfe/

kyuu¨ adv/1ifeol-1.htm

をご覧いただくか、調布消防署にお問い

合わせください。
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)トオ中鐵 トラ第三国定舅輻
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1月 19日 (日 )グリーンホール大ホーリИこて、さくらウインドオーケストラの第三回定期
公演が開催されました。吹奏楽の名曲からポップスまで、赤ちゃんから年配の幅広い年
代の観客たちがみんな楽しめる曲の数々に楽しい時を過ごしました。
さくらウインドオーケストラは、調布2015年4月 に調布中学校の吹奏楽部OBOGが

中心となつて結成された市民楽団です。現在は、調布市(こゆかりのある幅広い世代
力簿言まり、小島町及び富士見町地域を中心に活動してして、地域のさまざまなイベン
トでも演奏をイ予つています。
団員も募集中で、演奏場所を探している人や、久しぶりに楽器を吹きたい方も大歓
迎とのことです。お問い合わせは
E― maill chofu.sakura,wind@gmall.com(担当 渡邊)まで
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調布中学校吹奏楽部第38回定期演奏会
日時 :3月 26日 (木)16時 30分開場 17時開演

場所 :文化会館たづくり くすのきホール *入場無料

吹奏楽部のOB・ OGも参加します。 1年間の活動の集大

成を披露いたします。課 場お待ちしております。

日時2月 29日 (土)午前10時～12時

場所:調布ヶ丘地域福祉センター

内容:ボッチャ 輪投げ 福笑い

賞品多数あります。塚 族皆様で遊びに来て下さし

|1鷺 儀 1議1機

第36回調布中桜まつり冨董瓶貪彗轄;町跛ニト獅測ξ乳配戴
校

学校行事情幸長
【第一小】修了式3月 24日 (火)卒業式3月 25日 (水)始業式4月 6日 (月 )入学式4月 6日 (月 )

【調布特別支援学校】卒業式3月 24日 (火)修了式3月 25日 (水)始業式4月 6日 (月 )入学式4月 7日 (火 )

【調布中】卒業式3月 19日 (木)修了式3月 25日 (水)始業式4月 6日 (月 )入学式4月 7日 (火 )

【電気通信大学】卒業式3月 25日 (水)入学式4月 6日 (月 )

*春休みも子どもたちの見守りをお願いします。

上布田防災講座
日時 :2月 23日 (日 )3月 21日 (土)午後2時～4時 (予定)

場所 :上布田自治会館 主催 上布田自治連合会

防災について一緒に学びましょう。参カロ費無料。当日参加

罪1391コ第―・Jlジョイントコンサート
日時 12月 23日 (日 )13時 30分開演

16時00分終演予定

場所 :第一小学校体育館 入場無料

場 の際はスリッパ(上履き)を計 参ください♪

魃―診嘔蜃聰 魃y晰吻謳蝙鰺鋏
鰊 魏鰺蝉ブイ纂―麒…《囃ρ尋膨瘍ですo 蝠悔しなりに

12月 19日 (木)いつしようふれあいネットワーク第3回運営

委員会を開催しました。第一小の川島校長先生、調布中学

校の平岡校長先生をはじめ、消防団第四分団、自治会等

地域の諸団体から多くの人が参加し、活動報告や今後の活

動予定を伝え合い、交流しました。

生活上の1悩みや困りごとを抱える方に対し、様々な機関・団体と連携

しながら、課題の解決を図るとともに、活動の推進や、地域でのネットワ
ーク構築といつた取組を行つています。

※こんな時はお気軽に:蔚目談ぐ塾い。

○どこに相談したらいいかわからない。

○地域のil青報を知りたい。

○近所に心西己な方や家があり気になる。

○地域に知り合いをつくりたい。
○得意なことを地域で活かしたい。

○子あ の居場所 (子あ 食堂など)を作りたい。

○生活で困つていることがある。

連絡先 TEL042-481¨ 7693

^   調布市社会福祉協議会 地域支援担当

【編集後記】新型ウイルスの流行でマスクが売り切れています。買い占めは本当に困ります。これから花粉の季節がやってくるのに、、、とお困りの方も

多いのではないでしょうか?マスクだけではウイルスは防げません。イ可事においても、正確劇青幸展を冷静に半J断するように努めたいものです(YM)

調布ヶ丘わ〈わ〈広場ミニ交流会
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