
            

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなで 
まちづくり♪ 

船橋まちづくりセンター管内の町会・自治会、学校・児童館

他多くの団体で、今年も新しい活動が繰り広げられています。 

長年積み重ねてきたものも、これか

ら伝統となっていくであろうイベン

トも、新たな門出を迎えた船橋希望中

学校も、このまちにはなくてはならな

い存在です。 

それぞれの活動が調和を保ち、一人

ひとりが「まちの一員」であることを

実感できたら素晴らしいですね。 

ミニコミ「ちとせ」の願いです。 
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福祉園の秋桜祭で地域がひとつに 
千歳台廻沢町会 

 平成１４年４月、千歳台廻沢町会内に知的障害者の生活

介護施設「千歳台福祉園」が開園して今年で１１年目とな

りました。同施設で毎年開催されている秋桜祭
こすもすまつり

は本年で

10 回目を迎え９月１５日(土)を予定しています。同祭は福

祉園にとって、一大イベントとなっており、町会や近隣の

方々も多数来場して大変賑やかな１日となります。当日、

園内では、福祉園利用者の方が丹精込めて製作されたビー

ズ品や、機織り機
は た お り き

で織った布、素敵な装飾品などを販売し

ます。また区内福祉作業所の手作り焼菓子等の販売、高校

生による太鼓演舞、カラオケなどの披露もあります。 

 更に地域の方の手芸作品、吊るし雛
つ る し び な

、絵手紙、書道、折

り紙の展示、舞踊、詩吟、歌な 

ど多彩な演目の舞台発表があり、 

千歳台廻沢町会、千歳台女性会 

の方々を中心に福祉園の皆さん 

と親睦を深めることができる有 

意義な催しとなっています。 

発行・編集 ミニコミ編集委員会 

責 任 者 齋 藤 和 子 

事 務 局 船橋まちづくりセンター 

電   話 3482‐0341 

2012．7  No.９４号 

大盛況！あおばまつりを開催 
            船橋会 

 ６月３日船橋地区会館・池田児童遊園にて船橋会 

の主催で行われました。当日は曇空の下で多くの方 

が来られ、模擬店は終了前に完売になりました。 

 当日は、船橋会女性部、日赤奉仕団、民生児童委 

員協議会、船橋囃子保存会、加藤自動車工業、けや 

き美術館、船橋小径の会、千歳いずみ会、船橋小学校ＰＴＡ、船小おやじの会、船橋小学校

ＰＴＡバレーボール、船橋フェニックス、船橋サッカークラブ、希望丘小学校ＰＴＡ、千歳

台小学校めばえの会、大東学園高校、都立千歳丘高校、子ども造形リトピカ、ミニコミちと

せ、ちとふな２２の会、青少年船橋地区委員会、近隣の農家（地元野菜の提供）、成城警察署、

砧総合支所、船橋まちづくりセンターのご協力を得て大盛況でした。 

○区登録有形文化財「船橋観音堂厨子」を公開 

古くから船橋に鎮座する船橋観音堂(船橋１－２０－１６)。伝承では１５世紀後半に吉良

氏が船橋にあった淨徳庵を宮坂に移し常徳院とした代わりに、観音堂を現在地に創ったとい

われています。中にある厨子の扉には、一六葉菊
ようぎく

と五三
ご さ ん

の桐の家紋があることから、船橋観

音堂と吉良氏、淨徳院の関係が伝えられています。(「せたがやの文化財」ＮＯ．０２３より) 

今年のあおばまつりで初めて一般に公開され、多くの方が興味深く見学されていました。 

船橋希望中学校の開校 

地域から愛される学校を目指して 

船橋希望中学校 校長 徳永 啓介 

 青少年船橋地区委員会の活動区域と通学区域がほぼ重なる新校船

橋希望中学校が、全校生徒５６８名で新しい歴史への第一歩を踏み

出しました。生徒達は、新しい環境に戸惑いながらも前向きに学校

生活を送っています。登校時や来校する方へ気持ちの良いあいさつ

する生徒の姿を日々見ることができます。これも、子どもぶんか村

の活動を始め、学校とともに子どもを育てていこうという熱意に溢

れた地域、保護者の方々の地道な取り組みのお陰であると感謝して

おります。６月２日に行われた第１回運動会では、一人一人が本気

で取り組み、船橋希望中学校の新たな伝統を築こうとする気持ちが

伝わってきました。放課後も、校庭、体育館等で、所狭しと部活動

や諸活動が行われ、学校は活気に満ち溢れています。生徒会は「親

切な心を持ち礼儀正しく地域と接する」という活動目標を掲げて活

動を始めています。船橋希望中学校が、地域に根差し、皆様から愛

される学校として発展していくよう、皆様のお力添えをいただけま

すようお願い申しあげます。 

さくらまつりで新一年生をお祝い 
船橋葭根会

 震災で自粛した船橋葭根会さくらまつりが葭根公

園の藤棚広場で４月８日開催。ぽかぽか陽気と満開の

桜がみんなの笑顔を誘う。いつも食べ慣れた女性部得

意の焼そば・いそべ餅・フランクフルトソーセージ。

ワイワイやりながらの味はまた格別。恒例ビンゴゲー

ムに子ども達がわ～と集まってくる。「リーチ」の声、

そして「ビンゴビンゴ」。景品を受けとる笑顔。公園

は「子ども達の世界」になる。 

 今年から小学一年新入生にプレゼント。名前を呼ば

れた新入生１２名に吉崎会長が一人ひとりと握手を

し、「おめでとう」。参加者拍手の中、お祝品を渡す。

おまつりを盛 

り上げる葭根 

会のイベント 

が、またひと 

つふえた。 

希望丘小学校避難所が医療救護所に 
フレール西経堂自治会 

希望丘小学校避難所(希望丘小学校、 

ＰＴＡ、遊び場開放委員会、区職員、 

フレール西経堂自治会などが運営)は、 

緊急時の医療救護所に指定されていま 

す。砧総合支所管内で医療救護所に指 

定されているのは、１７校の避難所の 

うち４校です(他は明正小学校、祖師谷小学校、砧南小学校)。 

避難所運営委員会は、発災時に医療救護所を開設し、世田谷

区医師会と連携してけが人の救護、トリアージ、重篤な患者さ

んの搬送などに協力します。 

そのために、７月１４日(土)１６：００から始まる希望丘小

学校避難所宿泊体験訓練では、砧総合支所地域振興課と連携

し、より実践に近い訓練を行います。当日は、基本の訓練であ

る受付カードの書き方、体育館でのブルーシートの敷き方、発

電機の使い方などとともに、行政を交えた車座で話し合う大人

会議を開催しますので、ぜひご参加ください。(お問い合わせ

は、希望丘小学校またはフレール西経堂自治会まで) 

 

 
仲間づくりをすすめよう 

希望ヶ丘団地自治会
○希望ヶ丘喫茶へどうぞ（１号棟・Ｅラウンジ） 

 毎月第２火曜日に団地自治会と管理事務所が主催している希望ヶ丘喫茶は、今秋で

２年目をむかえます。６０才以上の高齢者のいらっしゃる世帯が、全体の６０％以上

を占めています。高齢者の引きこもり防止を願い、気楽におしゃべりできる場所を提

供しています。利用者はケーキつきコーヒーを無料で楽しめます。おおよそ６０才以

上の方でしたら、近隣の方もどうぞいらして、おしゃべりの仲間入りをしてください。

○毎月美化デーを実施 

 毎月最終日曜日の午前中、団地の清掃を実施しています。すっかり定着しており、

毎回２０名前後の参加があり、終了時にペットボトルのお茶を配付しています。 

○災害時要援護者協定を締結 

 昨年１１月に引き続き、５月２６日に第２回災害対策訓練を実施しました。参加者

は約１００人、炊き出し、安否確認、飲料水運搬、車椅子での避難練習、集会所を使

っての避難所体験などを行いました。この訓練は年 

２回を目途に今後も実施する予定です。また、６月 

５日には区と自治会で『災害時要援護者支援協定』 

を締結しました。この協定は、災害時に援護が必要 

な方の名簿の整備をして助け合うためのものです。 

 

船橋観音堂厨子



成城消防団第３分団が３位入賞！ 
平成２４年５月２７日に行われた第３９回成城

消防団可搬ポンプ操法大会において、第３分団（船

橋地区）が成城消防団７分団中、３位に入賞しまし

た。船橋地区の分団が、入賞したことは地域の防災

活動にとって大変心強いことと思います。 

入賞分団は下記のとおりです。 

優 勝 第６分団（喜多見） 

準優勝 第５分団（砧） 

３ 位 第３分団（船橋） 

第３分団隊員 

指揮者 加藤 伸昭 

１番員 吉田 孝 

２番員 濵中 宏大 

３番員 舘野 栄 

４番員 倉本 鉄也 

補 欠 仲川 勝久 

（敬称略） 

消防団は、特別職（非常勤）の地方公務員です。

団員の方々は、それぞれの仕事を持ちながら、地域

を災害から守るために、日頃から火災の予防や消火

活動、防災訓練の支援など地域防災のリーダーとし

て重要な役割を担っています。 

 

船橋まちづくりセンター人事異動 
転出 櫻井 幹夫  地域窓口調整課へ 

髙井 康代  地域窓口調整課へ 

転入 和多田 史則 すぐやる課より 

    黄地 貴子  新規 

 

編集委員紹介 
平成２４年４月１日から２年間の任期を務める

編集委員です。 

よろしくお願いいたします。 

顧  問 駒井 澄子 （町会・自治会連合会） 

編 集 長 齋藤 和子 （船橋会） 

副編集長 松園 伸子 （ミニコミ編集委員会） 

副編集長 野原 理永 （ミニコミ編集委員会） 

編集委員 古我 照彦 （船橋葭根会） 

 榛澤 圭子 （フレール西経堂自治会） 

 佐藤 智恵 （千歳台廻沢町会） 

 内山 友子 （希望ヶ丘団地自治会） 

 岡崎 京子 （民生児童委員協議会） 

 宇都宮 美和（青少年船橋地区委員会） 

 濵中 明子 （日赤船橋分団） 

 小林 サヨ （日赤船橋分団） 

 欠 員   （船橋４丁目住宅自治会） 

 欠 員   （青少年船橋地区委員会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

・・・・・・・・・・・・・地域のお知らせ・・・・・・・・・・・・・ 
ふなっ子夏まつり   7/14(土) 

希望丘小学校避難所宿泊体験訓練 

7/14(土)・7/15(日) 

希望ヶ丘団地盆踊り 7/21(土)・7/22(日) 

ラジオ体操     7/21(土)～7/31(火) 

 

 

ちとふなまつり夏   7/22(日) 

ラジオ体操     7/23(月)～7/31(火) 

千歳台廻沢盆踊り  7/28(土)・7/29(日) 

親子バス見学会（ごみ減委員会） 

8/4(土) 

 

さぎ草展      8/6(月)～8/10(金) 

 

フレール夕涼み会  8/11(土) 

ラジオ体操     8/17(金)～8/26(日) 

ちとふな盆踊り   8/19(日) 

千歳台地区秋まつり 9/8(土)・9/9(日) 

美稲祭       9/15(土)・9/16(日) 

船橋地区秋まつり  9/29(土)・9/30(日) 

千歳台地区地域運動会 9/30(日) 

大東祭       10/6(土) 

船橋小学校避難所運営訓練 

 10/14(日) 

古着古布回収・フリーマーケット 

10/21(日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
子どもぶんか村に「かるた会」スタート 

青少年船橋地区委員会 

「子どもぶんか村」伝統くらぶに、かるた会（百人一首）が新設

されました。百人一首に親しむことで、古典との出会い、ゲームと

しての楽しさを体験してほしいということです。 

船橋希望中学校のプレハブ教室に畳を敷いて始めています。子ど

もたちからの人気は予想以上で、元気な声が響いています。 

「子どもぶんか村」は9年目に入り、現在登録している子どもの

数は、200人を越えています。地域が運営する文化クラブとして根

付いているのがうかがわれます。 

子どもたちの笑顔が力となって、地域と学 

校と保護者の絆が深まっていくことでしょう。 

 

 【 健康まめ知識 】 

   ～ 生活習慣病を知ろう！ ～ 
わかっているけど続けていませんか？ こういう生活。 

当てはまる下記の項目を☑チェックしてみましよう！ 

 

□ 早食いでお腹いっぱいになるまで食べる 

□ 揚げ物や脂っこい物をよく食べる 

□ お酒を毎晩のように飲む 

（ビールなら中ビン１本、日本酒なら１合以上） 

□ 食べることがストレス解消である 

□ 定期的に運動する習慣がない 

□ 階段よりエレベーターやエスカレーターを利用する 

  □ 寝る２～３時間前に夕食をよくとる 
 

 

 

 

 

生活習慣病は、生活を改善すれば防げる病気です。年に１回は健

康診断を受け、ご自分の健康状態の確認と生活習慣の見直しをしま

しょう。 砧総合支所 健康づくり課 

住所：成城６－２－１  （砧総合支所２階）  

電話：３４８３－３１６１ ＦＡＸ：３４８３－３１６７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

高校生が駅前花壇の花植えでまちづくりに参加
船橋地区身近なまちづくり推進協議会

 千歳船橋駅前の花壇で、６月 1 日、都立千歳丘高校の 1 年生２０名が花植えをしました。

これは、かつての船橋風景につながる水辺植物の花壇を提案し、毎月の手入れを続ける「船橋

地区身近なまちづくり推進協議会」の活動に高校生の協力をお願いしているものです。同協議

会では船橋管内６つの町会・自治会、諸団体の委員３１名が区長の委嘱を受け、環境・健康・

美化をテーマに、「健康講座」「歩こう会」などの開催、駅前放置自転車・路上喫煙禁止キャン

ペーン活動などをおこなっています。 

平成２１年秋、放置自転車一掃キャンペーンで通行者に声を掛けながらティッシュ 

を配るタスキ掛けの高校生が駅前に。以来、駅前キャンペーン、花植えに協力してい 

ただき、昨年度は一緒に落書き消しの活動にも協力してくれました。 

 花を植える高校生の姿に町の人が足を止めます。私たち委員も高校生や引率の先生 

との会話が楽しみです。小さな試みですが、高校生も含めみんなが町に関わるきっか 

けになれば良いと思います。駅前に咲く花々をぜひご覧ください。（協議会委員Ｎ） 

「船橋児童館４０周年！ありがとうのつどい」開催 
船橋児童館

地域の子どもたちの遊び場・居場所として愛されている船橋児童館。６月１０日、児

童館支援グループ「船橋便利堂」の皆さんらが主催して、４０周年祝賀会を開催しまし

た。児童館の体育室に児童館で育った青年たち、地域の方、歴代の館長、旧職員など約

１２０人が集まりました。当日は、船橋児童館にゆかりのある保坂展人さんも訪れ「全

国に広がっている『チャイルドライン』は、私が３０代の頃、亡くなった牟田悌三さん

とともに船橋児童館の取り組みから始めたもの。ここは自分にとっても懐かしい場所で

す」などとあいさつ。また、児童館で育った 

青年が、東日本大震災直後から現地での救援 

活動を開始し、東松島市で被災した旧小学校 

を拠点として支援を続けていることも紹介さ 

れました。再会を喜び、歓談に興じる声が会 

場いっぱいに広がっていました。 

「住まい・まちの絵本展」 
子どもたちも大人もみんな絵本大好き！集まれ！ 

日程 ２０１２年７月３１日～８月９日（土・日休館） 

ワークショップ 

日程 ８月１日・３日の２日間 

詳しくは、まちづくりセンター 

掲示板に後日ご案内します。 

[お問い合わせ] 

 一般財団法人 住総研 

 ０３－３４８４－５３８１ 

 

民生委員ふれあい訪問を実施中 
民生委員が高齢者の方々へのふれあい訪問を実施しています。 

●訪問の実施期間 

  ５月下旬から１１月中旬 

●ふれあい訪問対象者 

  平成２４年４月１日時点で 

７５歳以上の方の内、平成 

２３年８月から平成２４年 

１月までの間に介護保険の 

サービスをご利用でない方。 

●訪問活動の目的 

高齢者の方々の暮らしの様子を伺うとともに、見守りや支 

援を必要とされる方に、区の相談窓口や福祉サービスのご 

利用等をご案内します。 

  どんなお悩みでもお気軽に民生委員にご相談ください。 

 

日赤船橋分団より日赤社資募金のお礼 
 平成２４年度は、２,６２３件 １,７０６,１６４円の日赤 

社資募金が集まりました。ご協力ありがとうございました。 

社会福祉協議会よりお願い 
 ７月と８月は世田谷区社会福祉協議会の会員会費募集期間 

です。皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます 

 

上の項目は、メタボリックシンドロームになりや

すい生活習慣です。 チェック数が多いほどメタ

ボリックシンドロームになりやすい状態です。 

あなたは何個☑チェックがありましたか? 

船橋小学校 

 

希望丘小学校 

希望ヶ丘団地広場 

西経堂児童遊園 

塚戸小学校 

廻沢南公園 

千歳船橋駅前広場 

船橋神明神社 

千歳台廻沢神社 

 

中央防波堤埋立て 

処分場 他 

船橋まちづくりセ 

ンター 

フレール集会所前 

希望ヶ丘団地 

千歳船橋駅前広場 

千歳台廻沢神社 他

千歳丘高校 

船橋神明神社 他 

千歳台小学校 

大東学園高校 

 

船橋小学校 

管内６ヶ所･千歳船橋

駅前広場（フリマ）

 【編集後記】 

 雨が降る条件は色いろあると思いますが、 近は

降り出しますと一時
いちどき

に一年分に近い量が地表に溢

れたり、竜巻や時ならぬ台風の発生に日本は天災の

渦の中にいるように感じてしまいます。この気象現

象は地球のあちこちで起きているようです。お互い

に身を守る方法を心得ておく必要があると感じて

います。今年は編集委員交替の時期でした。９４号

は各地域や組織から出られた新編集委員で紙面を

作りました。新鮮な情報が満載です。 

訃報 

船橋４丁目住宅自治会の

神田純夫会長が６月２５

日未明にご逝去されまし

た。神田会長には４丁目

住宅の自治会長としてご

尽力をいただきました。

ここに謹んでご冥福をお

祈り申し上げます。 

「出会いは創造の時」某大学教授が言われた言

葉を、常に私の中で活用しています。地域で企画

されます催しへ、ご参加くださることも活用の一

つです。そこで出会った方がたと話し合うことで

地域住人同志、われわれ、私たちという意識が芽

生えるのでは、一縷
い ち る

の望みを抱いてます。ミニコ

ミ「ちとせ」へのご投稿くださることでも、視覚

言語による話し合いになります。皆様と共にある

この紙面に地域で共有したいと思われます事柄

を是非、お知らせください。（S） 

※ ミニコミ紙はこちらでご覧になれます ⇒ http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/d00037443.html


