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この４月より、中村秀夫校長の
後任として着任いたしました。歴
史と伝統ある田園調布小学校の更
なる充実・発展のために、全力で
取り組んでまいります。
今年度のスタートにあたり、全
教職員で「子供中心に、地域と共
に歩み、前進し続ける学校」を目
指し、本校にかかわる全ての人、
それは子供たちであり、保護者・
地域の皆様であり、教職員が、本
校を心から愛し、誇りに思う学校
づくりに努めていくことを確認し
合いました。今後も、どうぞよろ
しくお願い申し上げます。
❹

田園調布中学校

校長
新宮領 毅
おかげさまで、４月９日、４２
名の新入生を迎え、２年生６５名、
３年生５５名、全校生徒１６２名、
各学年２クラス、全校６クラスで
平成３０年度をスタートいたしま
した。
私、前任の宮本泰雄校長の後任
として、雪谷中学校より参りまし
た新宮領 毅（しんぐりょう た
けし）と申します。保護者・地域
の皆様とともに、生徒が自信と誇
りをもち、夢や希望を描ける学校
づくりに取り組んで参りますの
で、どうぞよろしくお願い申しあ
げます。

【自治会・町会役員永年在職者】
岡部 俊介（調布大塚自治会）
中村 典子（調布大塚自治会）
北澤 篤
（田園調布一丁目東自治会）
穗積 かおる
（田園調布一丁目東自治会）
大久保 誠
（田園調布一丁目東自治会）
鈴木 堅次
（田園調布一丁目東自治会）
西田 俊夫
（田園調布一丁目東自治会）
佐々木 彦江
（田園調布一丁目東自治会）
細川 淑子
（田園調布一丁目清交会）
関 正靖
（田園調布一丁目清交会）
岩崎 忠 （田園調布親睦会）
髙木 知常
（田園調布二丁目自治会）
吉田 富一
（田園調布二丁目自治会）
栗山 和之
（田園調布二丁目自治会）
桶谷 喜久子
（田園調布親和会）
間部 智惠子
（田園調布親和会）
落合 稔 （田園調布西町会）
落合 雅子（田園調布西町会）
築地 由美子
（田園調布協和会）
【自治会・町会長退任】
谷 文枝
（一般社団法人 田園調布会）

学校防災活動拠点訓練に
参加しましょう！
学校防災活動拠点校（田園調布
小学校、調布大塚小学校、田園調
布中学校）では、災害時に備え、
毎年防災活動拠点訓練を行ってい
ます。
開催時期は学校により異なりま
す。時期が近くなりましたら区設
掲示板、町会掲示板等でお知らせ
します。皆様の積極的なご参加を
お待ちしております。

【今年度の訓練予定】
場 所 田園調布小学校
地 域 （一社）田園調布会
田園調布親和会
田園調布西町会
田園調布協和会
実施日 11 月 4 日（日）

平成 30 年 7 月
Jul.,2018
季刊 Quarterly

でんえん
My town Den-en-chofu

わがまち

行 地域力推進
田園調布地区委員会
編
集 でんえんわがまち編集委員会
事 務 局 田園調布特別出張所
大田区田園調布２-20-16
TEL 03-3721-4261
http://www.city.ota.tokyo.jp/
発

第 11 回
田園調布グリーンフェスタ
町会による田園調布地区
最大のお祭りです！
現在企画進行中！
続報をお待ちください！

場 所 調布大塚小学校
地 域 調布大塚自治会
田園調布一丁目東自治会
実施日 １0 月 28 日（日）

❶

場 所 田園調布中学校
地 域 田園調布一丁目清交会
田園調布親睦会
田園調布二丁目自治会
実施日 9 月 15 日（土）

でんえん編集委員会
編集委員長

落合雅子
【西町会】

副編集委員長

三島通利
【親和会】

写真は過去実施の様子です。

井上文子
【調布大塚自治会】

細川淑子
【一丁目清交会】

守井準子
【二丁目自治会】

出口良子
永年のご尽力ありがとうございま
す。
（敬称略とさせていただきました）
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【協和会】

藤井弘子
【青少対】

小西早紀
【調布大塚小PTA】

小島佐和子
【田園調布中PTA】

秋山たか子
【一丁目東自治会】

鹿野貢子
【親睦会】

本田彌生
【(一社)田園調布会】

染谷優子
【民児協】

内田三菜子
【田園調布小PTA】

登根弘子
【調布大塚小PTA】

開催予定日：

平成 30 年 10 月 14 日 ( 日 ) ( 雨天一部中止 )
会場：田園調布せせらぎ公園

( 田園調布 1- 53 -10)

主 催：田園調布地区自治会連合会／田園調布グリーンフェスタ実行委員会

大田区元気シニアプロジェクト
一般社団法人

❷

田園調布会

本町会は、田園調布駅を中心に東、西に広がった、駅近くには商店街、幼稚園、小学校、中学校
またバスターミナルもある元気な地域です。昭和５７年に住民の総意に基づいて制定された田園調
布憲章を目標としています。
１. この由緒ある田園調布をわが街として愛し、大切にしましょう。
２. 創設者渋沢翁の掲げた街作りの精神と理想を知り、自治協同の伝統を受け継ぎましょう。
３. 私たちの家や庭園、垣根、塀などが、この公園的な街を構成していることを考え、新築、改造
に際しては、これにふさわしいものとし、常に緑化、美化につとめましょう。
４. この街の公園や並木、道路等公共のものを大切にし、清潔にしましょう。
５. 互いに協力して環境の保全に努め、平和と静けさのある地域社会を維持しましょう。
６. 不慮の災害に備え、常日ごろから助け合いましょう。
７. 隣人や街の人びととの交わりを大切にし、田園都市にふさわしい内容豊かな文化活動を行いま
しょう。
さらに平成２６年に「一般社団法人」となり、町会を法人にふさわしいものにするため努力して
おります。
３．１１の震災以来地域防災対応の大切さをあらためて問わ
れています。さらに少子化、高齢化、住環境の変化など様々
な課題への対応にも直面しています。
大田区、消防署、警察署、地域包括支援センタ−、近隣地
域の皆さま等のご協力を得て、防災力を高め、安全・安心な
町づくりを目標に日々頑張っています。
引き続き、地域の皆さまの町会活動へのご参加、ご協力を
お願い申し上げます。
（編集委員 本田 彌生）
春の交通安全教室

新町会長紹介
一般社団法人
田園調布会

会長
髙橋 義孝
私は今回新たに、会長のお役
を仰せつかりました。
役員一同、積年の課題を解決
すると共に、皆さんのご期待に
お応えできるよう努めて参りま
す。
会員、当会区域内の住民や周
辺町会の皆さん及び関係各位の
ご理解ご協力をお願い申し上げ
ます。

ま

い せん

馬池洗さんぽ 〜勝海舟の足跡を訪ねて〜
古くから景勝の地として人々に
親しまれてきた「馬込、池上、洗
足池」エリアは近年、頭文字をとっ
て「馬池洗（まいせん）」と呼ばれ、
まちあるきの楽しさを味わえると
人気が高まっています。
まずは美しい桜やスワンボート
などで親しまれている洗足池公園、
実はそのすぐ近く（現在の大森六
中敷地内）に、幕末の日本を動か
した勝海舟の別荘があった事はご
存知でしょうか？この景観を愛し
晩年を過ごし
た 勝 は、 墓 も
公園内に建て
られています。
さらに公園隣
の旧清明文庫
（国の登録有形
文化財）は来
年、 大 田 区 に
より（仮称）勝海舟記念館として
オープンする予定です。

そして池上といえば力道山の墓
で有名な本門寺。寺内にある日本庭
園、松濤園は、実は勝と西郷隆盛の

有名な会見が行われた場所である
と言われています（記念碑もあり）
。
そんな歴史好きには見所満載の池
上から、文士村や郷土博物館のある
馬込まで歩くのも一興です。
有名な本門寺のくず餅をはじめ、
このエリアでは新旧グルメも堪能
できます。美しい景観や美味しいも
のを楽しみつつ歴史に想いを馳せ、
タモリさんよろしくまちあるきを
楽しんでみてはいかがでしょうか。
( 編集委員 小島佐和子 )

【自治会・町会についてのお問い合わせ先：田園調布特別出張所

電話：3721-4261】

健康寿命延伸のためフレイル（虚弱）の先送りを地域ぐるみで行っ
ていくプロジェクトです。
４月５日（木）ウォーキングイベント「田園調布まちあるきシリー
ズ②」を開催しました。
せせらぎ公園に集合（一社）田園調布グリーンコミュニティの指
導でポールを使った入念なストレッチの後、浅間神社までポール
ウォーキング、そこでブラタモリに出演していた築地学芸員から富
士山の溶岩や勝海舟の直筆の碑、浅間神社由来、神社からの眺望に
ついて説明を聞き、多摩川台公園に向かい、花の解説を聞きながら
公園内をウォーキング。
出張所に移動して、昭和初期の多摩川園の映像を鑑賞しました。
その後の会食会では栄養士さんの話「多様な食品を食べることが健
康長寿の秘訣」を聞きながらお
弁当を頂きました。
次回は「まちあるきシリーズ
③」を 7 月 7 日（土）に予定し
ています、お問い合わせは地域
包括支援センター田園調布（033721-1572）まで。ご参加をお持ちしています。
（編集委員 染谷 優子）

学校インフォメーション

子どもガーデンパーティーが
開催されました

田園調布小学校
92 名の新入生を迎え、19 学
級、590 名の児童で今年度をス
タートし、学校には子どもたち
の明るい笑顔と元気な姿があふ
れています。
登下校時の見守り等、地域の
皆様の日々のご協力に感謝して
おります。
例年、夏休みに入ってすぐに
在校児童対象に「わくわくスクー
ル」を開催し、在校生・卒業生
の保護者をはじめ、地域の方々
等のご協力のもと、バラエティ
豊かな講座が開講されます。普
段の授業ではなかなか触れるこ
とのない体験を通して新しい発
見をしたり、学びを深めたりし
ています。今年度は 7 月 24 日
（火）～ 27 日（金）までの４日
間開催の予定です。
今年はどのような体験ができ
るのか、楽しみにしている子ど
もたちです。
（編集委員 内田 三菜子）

青少年対策委員会の活動

南極について学ぶ子どもたち

調布大塚小学校
今年度は 59 名の新 1 年生を
迎 え、11 学 級、 合 計 304 名 の
児童でスタートしました。
調布大塚小学校では、今年大
規模校庭改修が行われ、校庭が
きれいになります！
( 編集委員 登根 弘子 )

田園調布中学フェスティバル
7 月 21 日 ( 土 ) 開催！
地域の皆さまどうぞご来場下さい
かき氷・焼きそば・無料ゆかた
着付け・工作もあります

4 月 29 日多摩川台公園で大田
区子どもガーデンパーティーが
開催され、来場者数は昨年を上
回り大盛況でした。
空中ブランコや手作りコー
ナーは閉会式直前まで長蛇の列
を作っていました。
今年は、初めて東調布中学校
のチアリーディング部が参加し、
華やかな演技に子どもたちも目
を奪われていました。そして、な
によりジュニアリーダーたちの
頑張りが一番光っていました。
( 青少対副会長 吉田 孝子 )
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