
発 行

編 集

事 務 局

発 行

編 集

事 務 局

第１14号

平成 31年 4 月
Apr., 2019

季刊 Quarterly

でんえんでんえん
わがまちわがまちMy town Den-en-chofuMy town Den-en-chofu

地域力推進

田園調布地区委員会

でんえんわがまち編集委員会

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/

地域力推進

田園調布地区委員会

でんえんわがまち編集委員会

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/

❶❹

☆歯と口の健康週間　図画・ポス　
　ター・作文コンクール
図画・ポスター　
　金賞　１名　　　銀賞　２名
　銅賞　３名　　　佳作　５名
作文
　佳作　1 名
☆大田区小学生大絵画展
　羽田空港賞　13 名
　エアライン賞　６名
　バス賞　２名
　電車賞　２名
☆はたらく消防の写生会
　優秀賞 ( 消防総監賞 )　３名
　入選 ( 田園調布消防署長賞 )　10 名
☆税に関する絵はがきコンクール
　雪谷税務署長賞　１名
　優秀賞　２名
☆小学生の税に関する書写展
　東京小売酒販組合雪谷支部支部長賞１名
　優秀特選　１名
　特選　２名
　準特選　３名
☆大田区立小・中学校人権啓発作品展
　ポスター　２名
　標語　２名
　習字　２名
☆地球にやさしいまちづくりポスター
　優秀賞　１名

☆歯と口の健康週間　図画・ポス　
　ター・作文コンクール
図画・ポスター
　金賞　１名　　　銀賞　３名
　銅賞　２名　　　佳作　４名
☆大田区小学生大絵画展
　羽田空港賞　12 名
　エアライン賞　１名
　バス賞　４名
☆はたらく消防の写生会
　優秀賞 ( 消防総監賞 )　３名
　入選 ( 田園調布消防署長賞 )　５名
☆税に関する絵はがきコンクール
　雪谷法人会女性部会長賞　１名
☆小学生の税に関する書写展

　準特選　１名
　雪谷納税貯蓄組合連合会会長賞　１名
☆小学生の税に関する標語
　雪谷間税会入選　１名
　雪谷税務署署長賞　１名
　東京国税局間税会連合会入選　１名

☆第 71 回大田区立中学校陸上競技大会 
　共通男子 3000 ｍ
　　第５位　10 分 12 秒 69
　共通女子　走り幅跳び
　　第１位　4m44cm
　　第６位　4m6cm
　１・２年走り幅跳び
　　第６位　3m98cm
☆第 70 回区民スポーツ大会水泳競技大会
　50 ｍ自由形
　　第１位　27 秒 97
　　第３位　28 秒 70
　100 ｍ自由形
　　第１位　59 秒 38
　　第２位　1 分 1 秒 22
　50 ｍ平泳ぎ
　　第３位　46 秒 11
　200 ｍメドレーリレー
　　第１位　
　200 ｍフリーリレー
　　第２位　
☆税についての作文
　東京国税局管内納税貯蓄組合連合
　会優秀賞　１名
　東京小売酒販売組合雪谷支部長賞　１名
☆読売新聞作文コンクール
　佳作　１名
☆第２回ＯＴＡ英語スピーチコンテスト
　第１位　２名
☆薬物乱用防止標語・ポスター展
　標語の部
　田園調布警察署長賞　１名
☆開校 70 周年記念シンボルマーク
　コンテスト
　最優秀賞　１名
☆大田区立中学校人権啓発作品展
ポスター
　奨励賞　２名
標語
　奨励賞　２名
習字
　奨励賞　２名
☆第 58 回東京都中学校吹奏楽コンクール
　銅賞　吹奏楽部
☆東京都中学校アンサンブルコンサート
　銅賞　吹奏楽部

※個人情報保護のため児童・生徒の
氏名は掲載はしておりません。

大田区保護司会
全国保護司連盟理事長表彰

落合 友一 氏

関東地方保護司連盟会長表彰

日野 春代 氏

集まれ！！集まれ！！
第 68 回

子どもガーデンパーティー

実施日：４月 28 日（日）

会   場：多摩川台公園
※雨天時 ：東調布第一小学校

第 68 回

子どもガーデンパーティー

実施日：４月 28 日（日）

会   場：多摩川台公園
※雨天時 ：東調布第一小学校

平成30（2018）年度

田園調布地区 輝く児童・生徒
平成30（2018）年度

田園調布地区 輝く児童・生徒

* 人口動態は年１回 ４月号に掲載します。

数字で見る田園調布
　2019/1/1   2018/1/1

世帯数： 10,313    10,15822(+155)

人　口： 21,437    21,386222(+51)

 　男　 ：  9,952       9,95522(-3)　

　女　： 11,485    11,43122(+54)

田園調布小学校
98名卒業

田園調布中学校
58名卒業

調布大塚小学校
４6名卒業

○リトルリーダー講習会とは？

ゲーム活動や野外活動を通し

て子どもたちの自主性や協調

性を育てる講習会です！６月

から 12 月まで計８回の講習

です。

○対象　小学５・６年生

( 定 員 に 満 た な か っ た 場 合、

４年生の追加募集もあり )

○募集　４月に小学校で募集

用紙をお配りします。

--------------------------------------

田園調布地区に住んでいる中

学生以上が対象です。

リ ト ル リ ー ダ ー、 ジ ュ ニ ア

リーダーについて詳しくは問

合先まで！

問合先：田園調布特別出張所

TEL:3721-4261

平成31（2019）年度 自治会・町会の主要行事（予定）

調布大塚
自治会

田園調布

一丁目東
自治会

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

一般社団法人

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

会長 大口喜一郎 秋山 愛助 守谷 昇 中川 幹雄 千葉 謙吾 髙橋 義孝 古田中武彦 赤羽根芳雄 出口 清孝

本部 
事務局

自治会館
3720-0668

自治会館
3721-8269

清交会館
3722-2087

親睦会館
3721-3407

事務局
3721-3831

田園調布会館
3721-2741

会長宅
3722-4084

会長宅
3721-6773

会長宅
090-7227-8752

ホームページ HP あり HP あり HP あり HP あり HP あり

理事会
（役員会）

毎月第 3 木曜 随時月末土曜 毎月末金曜 毎月第 3 水曜 毎月第 3 水曜 毎月第 1 月曜 毎月第 1 水曜 4 月 /7 月 /10 月

４月 ・小学校
   入学祝贈呈

・小学生下校時
  パトロール

・定期総会

・定期総会
・春のフリー
   マーケット

５月 ・年次通常総会
・定時総会
・災害時要支援
    者個別訪問

・清交会総会 ・定時総会
・定例総会
・田園調布駅前 
     花の植え替え

・定例総会 ・定例総会
・多摩川駅花の

植え替え

６月
・落語会
・清掃活動
・花と緑

6/8-6/9 
浅間神社祭礼 ・落語会

6/8-6/9 
浅間神社祭礼

７月 ・夏休み子供会

８月

・親と子の盆
踊り大会

  （調大小）
・校庭ラジオ

体操会
  （調大小）

・夕涼みビンゴ
   ゲーム大会

（福徳商店街主催）
・水まき会

・8/1-8/10 ラジ
オ体操（八幡
神社）

・8/31-9/1
   八幡神社祭礼

９月
・東一子ども 
   まつり   ・敬老の日

　見守り訪問
 ・敬老祝

・8/31-9/1  
  八幡神社祭礼

10 月
・ハロウィン
   パーティー

・防災訓練
・日帰りバス旅
   行 ( 会員 )

・秋のフリー
   マーケット

11 月
・調布大塚シ

ニアクラブ 
バスハイク

・日帰りバス旅
行 ( 会員 )

・日帰りバス
    旅行 

・日帰りバス
    旅行 

・清掃活動
・水の輪バザー
・田園調布駅前

花の植え替え
・日帰りバス

旅行

・バス旅行
  （会員）

・多摩川駅花の
植え替え

・多摩川駅喫煙
マナーアップ
キャンペーン

（会員）

12 月
・餅つき大会

１月 ・新年会 ・新年会 ・成人祝贈呈 ・新年会 ・新成人祝 ・新年会 ・新年会 ・成人祝（会員）
・新年会（会員）

２月
・新春餅つき
    大会

・東稲荷初午祭 
餅つき ・初午祭 ・初午祭 ・田園調布八幡

神社初午祭

３月 ・小学校一年生
入学祝

・町会・神社合  
   同花見会

・小学校入学祝
（会員）

春・秋
交通安全運動
地域安全運動

春・秋
交通安全運動
地域安全運動

春・秋
交通安全運動
地域安全運動

春・秋
交通安全運動
地域安全運動

春・秋
交通安全運動
地域安全運動

春・秋
交通安全運動
地域安全運動

春・秋
交通安全運動
地域安全運動

・第 1・第 3 日曜：
自治会館ふれあ
い喫茶

・毎月 1 回：市民
消火隊訓練

・4 月～ 11 月
   市民消火隊訓練

・毎月・水・金曜：
見守りパトロール

・毎水曜：古紙リ
サイクル活動

・毎月末：市民消
火隊訓練

・毎火曜：町内防
犯パトロール

・毎月曜：防犯パ
トロール

・第 2・第 4 火曜：
ふれあいサロン

・第 3 木曜：虹サ
ロン活動

・毎月第 3 月曜：
会員懇親会「た
まりばー」

・毎月第 2・4 金曜：
資源ゴミリサイ
クル

・毎月：短歌の会、
資源ごみリサイ
クル

・多摩川ヴァリュー
アップクラブ会合

歳末パトロール・防火夜回り

市民消火隊等ポンプ操法訓練発表会

学校防災拠点訓練（調布大塚小）

学校防災拠点訓練 ( 田園調布小 )

敬老祝贈呈
敬老祝贈呈 敬老祝贈呈敬老祝贈呈

学校防災拠点訓練（田園調布中）

6/8-6/9 浅間神社祭礼

10 月 20 日（日）　第 12 回 田園調布グリーンフェスタ

リトルリーダー講習会
受講生大募集！

ジュニアリーダーも募集受付中！



❸❷

　今年 1 月 20 日青少対では伊豆の
国パノラマパークと小田原生命の星
地球博物館見学のバスツアーに行き
ました。小学生 45 名、中学生のリー
ダー５名、青少対委員と事務局合計
10 名で、今回は中学生に班長とし
て活躍してもらい、リーダーとして
の自覚と成長を期待して企画しまし
た。素直な中学生たちですので、行
事を重ねていけば成長する予感がし
ます。
　子ども達ものびのび遊び、また、
リーダーに甘えたり微笑ましい光景
を見て、青少対委員としての喜びを
感じました。
( 青少年対策田園調布地区委員会

副会長　齊藤　一郎 )

青少年対策委員会の活動

伊豆の国パノラマパーク＆生命の星・
地球博物館に行ってきました！

「親子で楽しもう南極物語」
講演を終えて

　雪谷と田園調布の地域から大災害時に一人の犠牲者も出さないことを訓練のテーマにして昨年 10 月 28
日（日）、調布大塚小学校を拠点にした防災訓練を行いました。田園調布一丁目東自治会と調布大塚自治会
の２町会だけの訓練でしたが 142 名の多数の地域の皆さんに参加して頂くことができました。
　今年は学校の校庭が、改修工事のため使用できないハンデがありましたが、訓練スタッフの両自治会役
員、校長先生と PTA・おやじの会などの学校関係者、そして防災訓練担当は初めての区職員などの、積極
的な努力により、例年よりまとまりのある新鮮な訓練内容になりました。

　子ども達に人気のスタンドパイプの放水訓練・今年配置された車輪
付台車の組立使用訓練・高価防災グッズが賞品のジャンケン大会・実
際の災害時に要援護の人たちの避難場所になる学校の図書室で約 30 名
のシニアクラブの皆さんが地域包括支援センターの職員と共に３時間
ではありましたが避難生活を体験しました。最後に婦人部炊き出しの
最近特に美味しいと評判のカレーライスを全員で試食し訓練終了にな
りました。　　　　　　　　　（調布大塚自治会　会長　大口　喜一郎）

　昨年の 12 月 9 日にシニア食堂が、はじめて開
催されました。
　「さあにぎやかにいただく」をテーマに、シニア
の方の孤食対策と外出のきっかけ作りの為に考え
られた地域包括支援センター田園調布主催の毎月
一回のお食事会です。
　初回は 18 名が参加して、おいしいお料理とゲー
ムを楽しみ、隣の席の人との会話も弾んでいまし
た。帰りには次回の申し込みをされている方が多
数いて、また、職員の方に色々な事を相談されて
いました。
　このような機会が増えれば、シニアの方も気持
ちが明るくなり、活力も湧いてくるのではないか
と思います。これからも毎月一回スタッフ一同、
元気が出るようなお食事が提供できるように頑張
ります。お問い合わせは地域包括支援センター田
園調布 (3721-1572) まで。

（編集委員　秋山　たか子）

　平成 28 年度より始まった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
るプロジェクトです。
　第４回ウォーキング・会食イベントを昨年 11 月
28 日（水）に開催しました。10 時せせらぎ公園
に集合、ポールを使いストレッチの後出発→多摩
川台公園→宝来古墳→宝来公園（ブラタモリに出
演した宝樹さんによるガイドあり）→出張所。晩
秋を感じるポールウォーキングでした。
　12 時よりいろいろな食品群（魚・油・肉・乳製品・
野菜など ）の入ったお弁当を食べながら栄養士さ
んの「食べる」についての話を聞き、交流を深め
ました。大田区シルバー人材センター・田園調布
高齢者サービスセンター（５丁目）の活動の紹介
もありました。
　2019 年度もフレイル予防のためのイベントを企
画していきますのでご参加ください。

（編集委員　染谷　優子）

　昨年 11 月４日（日曜日）に「平成 30 年度田園調布小学校防災活動拠点訓練」が田園調布四町会、大田
区役所田園調布特別出張所、田園調布消防団、田園調布消防署、田園調布小学校教員及び PTA の方々約 100
名の参加で開催されました。
　当日はあいにくの雨天のため校庭を使用した煙体験や起震車体験は中止とな
りましたが、体育館で行われた初期消火訓練や AED の使用説明、簡易トイレ組
立訓練、災害時に自宅で用意すべき物の確認、炊き出し訓練などに参加者の方
達は熱心に取組んでいました。
　近年は毎年の様に全国で大きな災害が起きているので、この様な訓練を通じ
て地域の防災活動や行政との情報の共有、いざという時の家庭や個人の対応などがより円滑に進められる様
に訓練後に回収したアンケートをもとに今後、もっと多くの方々に参加頂ける内容にしていく事が必要だと
感じました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（副編集委員長　三島　通利）

防災行政無線電話応答サービス

　防災行政無線の放送内容は、放送の直後からご自宅の電話、携帯電話などでも確認することができます。
《0180-993-993》にお電話ください。放送内容が流れます。
※通話料は有料となります。※一部の IP 電話、一部のケーブル電話などでは利用できない場合があります。
問合先  防災危機管理課計画担当　5744-1236

区民安全・安心メールサービス

大田区内の防犯や防災に関する情報を下記６つのカテゴリに分けてメール配信しています。
[ 配信内容 ] １. 防犯情報（不審者情報等）　２．防災情報（災害時等の情報）　３．気象情報（気象警報・気象
特別警報の情報）　４．地震情報（大田区内で発生した震度３以上地震に関する情報）　５．水防情報（河川の
水位情報等）　６．防災無線の放送内容
[ 登録方法 ]

「kumin@anzen.city.ota.tokyo.jp」宛に空メールを送信してください。
なお、右の二次元コードを読み込むと前述の宛先へのメール送信画面が開きます。
空メール送信後、本サービス登録のための返信メールが届きます。返信メールに記載された
URL に接続して、画面の指示に従って登録してください。

問合先　防災危機管理課生活安全担当　5744-1634

　昨年 12 月 15 日（土）田園調
布富士見会館にて「親子で楽しも
う南極物語」の講演会が開催さ
れました。講演者は北内英章さ
ん。北内さんは田園調布小学校の
ＰＴＡ会長で実際に夏隊員として
南極で調査活動を行った南極探
検経験者です。以前から子ども
たちを地域で見守る青少対の活
動に感謝の気持ちを持ってご協力
いただいており、今回の講演も快
諾いただきました。更に南極研究
の成果の発表は子どもも大人も関
係なく、素朴な質問や本当に知り
たいという声を聞く事が自分の大
好きな事であり楽しみにしている、
との事でした。
　当日はジュニアリーダーの皆さ
んが参加して２万年前の氷を溶か
す実験を実演してくれました。

　どうやら南極の氷（氷床コア）
から過去の気温変動等が分かると
の事。氷の中の２万年前の気泡が
氷が溶けた瞬間にプチプチと音が
出る実験で、各ジュニアリーダー
が参加者の皆さんに２万年前の
空気の音を披露していました。そ
して最後には実際の隊員服を着た
ジュニアリーダーも登場。活発な
質疑応答を経て内容の濃い講演会
は終了となりました。
( 青少年対策田園調布地区委員会
　　　　　  副会長　加藤　寿彦 )

にぎやかで楽しいシニア食堂 大田区元気シニアプロジェクト

　平成 30 年11月４日 ( 日 )/ 田園調布小学校
( 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

　　平成 30 年10 月 28 日 ( 日 )/ 調布大塚小学校
調布大塚自治会、田園調布一丁目東自治会

登録用二次元コード

学校防災活動拠点訓練を実施しました。


