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中町小・玉川中 ご近所出会いの

避難所運営訓練 　マルシェ

※中町4･5丁目町会合同

 第29回

ドッジボール

歳末特別警戒 歳末特別警戒 歳末特別警戒 歳末特別警戒 冬の寄せ植え
　　　　講習会

第48回上野毛新春 普通救命
マラソン大会 　　　講習会

さぎ草植込み
　　　　講習会

7/8~9（水・木）

さぎ草展
@上野毛地区会館＠上野毛稲荷神社

町会行事 地区行事

団体
上野毛町会

Kaminoge

野毛町会
Noge

玉川中町会
Tamagawa-nakamachi

上野毛まちづくりセンター

Kaminoge Machizukuri Center

7月

7/18（土） 7/25~26（土・日）

盆踊り大会
@六所神社

7/21～25

ラジオ体操
@天祖神社/権蔵橋公園

7/18~19（土・日）

盆踊り大会
@玉川中町公園

8月

8/1（土） 8/30（日）

子どもまつり

@天祖神社

8/24~28

ラジオ体操
@中町小学校校庭

8/28（金）

＠等々力通り @玉川小学校

9月

9/26~27（土・日）

六所神社祭礼

@六所神社

8/26（水）

ミニ縁日
@玉川中町公園

9/1（火） 9/12（土）

10/1~2（木・金）

天祖神社祭礼

@天祖神社

@中町小・玉川中学校 ＠上野毛地区会館

10月

10/10~11（土・日）

稲荷神社祭礼

＠上野毛稲荷神社

10/11（日）

敬老会
@野毛区民集会所

10/11（日）

町会運動会
@中町小学校校庭

10/3（土）

古着・古布回収
10/18（日）

@上野毛まちづくりセンター他2か所

敬老会

11月

11/3（火）

敬老会
＠鈴蘭幼稚園

11/15（日）

町会防災訓練

@玉川中町公園

11/1（日） 11/13・20・27

健康教室
@上野毛地区会館

@中町小学校

 大会 @玉川小学校

@世田谷ファーム

1月

R3/1/10（日） R3/2/3（水）

@玉川小学校 @玉川消防署

12月

12/28~29（月・火） 12/28~29（月・火） 12/28~29（月・火） 12/28~29（月・火） 12/9（水）

パトロール パトロール パトロール パトロール

2月

R3/2/16（火） R3/2/18（木）

健康講座

@上野毛地区会館 @上野毛地区会館

中町４・５丁目
町会

編 集 委 員 長 依田 禮子
事 務 局 上野毛まちづくりセンター
Ｔ Ｅ Ｌ ３７０５－１３６１
Ｆ Ａ Ｘ ５７０７－７０２８

中止

中止 中止

大和田涼子 村井幸恵

豊田和江 渡邉睦子

依田禮子 守屋幸子

星野清美 稲葉悦子

~KODAMA  Editors~

Owada Ryoko Murai Yukie

Toyoda Kazue Watanabe Mutsuko

Yoda Reiko Moriya Sachiko

Hoshino Kiyomi Inaba Etsuko

詳しい事業内容についての問い合わせ・お申し込みは
社会福祉協議会 上野毛地区事務局 坂田・松本まで ☎ ０７０－３９４６－９７９９

地区サポーターとは…住み慣れたまちで地域活動を応援するボランティア活動です。
どなたでもご登録いただけます。

安心してご活動いただくために、登録の際には、簡単なオリエンテーションを行い、活動内容
などをご説明します。また、ご希望の活動内容や時間帯などを伺い、ご希望に合った活動をご紹
介いたします。

イベントでのPR活動

上野毛地区イベント・新春マラソン大会
上野毛サマーフェスティバル・野毛古墳祭り
玉川中町公園ミニ縁日などで社協PR活動

福 祉 学 習

中町小学校、玉川小学校での福祉体験学習時の
児童見守り

上野毛あんしんすこやかセンター

☎ ０３－３７０３－８９５６

※8月7日現在の情報です。状況により、変更や中止となる場合がございますので
ご注意ください。

はつらつ介護予防講座

認知症家族の会

いきいき講座

認知症サポーター養成講座

認知症の方への接し方や、関わり方など、実際に活か

していただける様、分かり易くお伝えいたします。

高齢の皆様の生活に役立つ講座を開催致します。

一息会 介護をしている方同士のお話の場

ケアメンの会 男性介護者専用のお話の場

第2第4水曜日（前日予約が必要な時があります）

令和２年度今後の主な活動予定
※新型コロナの状況により変わります。

詳細は下記へお問い合わせください。

新しい職員のご紹介

松崎 瑞代 社会福祉士 （令和２年３月より）

イベントの休止について

令和2年3月より

新型コロナウィルス感染予防の為、

はつらつ介護予防講座
いきいき講座
他各種イベント

に関し、区の指導により休止いたしました。
再開が決まり次第ご連絡致します。

イメージキャラクター あんすこ君（世田谷区の鳥「オナガ」）

中止

ご近所出会いのマルシェ
（健康長寿応援ブース）

認知症サポーター養成講座 いきいき講座 クリスマスクッキー作り 地区包括ケア会議

中止

中止 中止

中止

中止中止

中止

中止

中止

中止

中止 中止



初代編集長

～歴代編集委員長に聞く～

１

４

３

２

「こだま」発行の歴史

昭和57年6月、玉川第四出張所（現上野毛まちづくりセンター）管内のミニコミ紙として「こだま」が誕生して
から、今号で150号を迎えました。

２代目編集長

現編集長

関係者の皆さんご苦労様です。早いもので昭和の時代に始まり平成そして
“令和”の時代に移りました。昔から「継続は力なり」と申します。委員の皆さ
んが楽しみながら“力”を合わせた結果の１５０号だと思います。

こだまの役割は次の時代に何を残すか、安心安全なまちづくり、そして地域
の歴史、文化等まちのリーダーとも話し合い紙面に残していく事だと思います。

結びになりますが、皆様の活躍と“令和”の時代が明るく健康的な時代であり
ます様にお祈り申し上げます。

上野毛地区に関わる転出入された方のご挨拶

150号発行
に寄せて

当時玉川中学校で名称募集を行い、
「こだま」という名に決定した。
「おーい」と呼び掛けて「おー
い」と返ってくる。そんな地域の
ミニコミ紙であって欲しいという
願いが込められている。

1982年「こだま」創刊号

創刊50号を記念して、PR版から50
号までの縮刷版を発行した。50号
には、玉川小学校120周年や編集委
員や歴代所長のコメントを掲載。

この年の出来事

・地下鉄サリン事件発生

1994年 こだま50号縮刷版

世田谷区のHPでカラー版の公開を
開始し、上野毛地区以外の方にも
見ていただけるようになった。

この年の出来事

・京都大学山中教授がiPS細胞を発見
・当時の安部首相が辞任

2007年 ホームページ掲載

創刊号から手書きで綴られてきた
「こだま」も遂にデジタル化。パ
ソコンによる作成とカラー印刷で
デザインは一新し、今の若い世代
にも親しみやすく、読みやすい形
へと進化した。

2018年 デジタルカラー化

中町小学校 校長

玉川中学校 校長

この度、定期総会において、大島一孔前会
長の後任として、町会長という重責を引き継
ぐ事となりました。微力非才の身ではござい
ますが、歴代町会長の築き上げてこられた思
いを大切にし、町会運営に携わって参ります。
上野毛地区の地域団体、委員会等ご支援を

いただいている皆様方には、前会長同様にご
指導、ご鞭撻賜りますようよろしくお願い申
し上げます。

野毛町会 新会長

野毛町会 前会長

四月に校長として着任いたしました。
上野毛地区の閑静な住宅街の中に堂々とたたずむ中町小学校、地

域の皆様と手を携え、更なる発展を目指し、奮闘してまいります。
現在、子ども達を取り巻く環境は、新型コロナウィルス感染症の

影響もあり、安全安心とは言い難い状況にあります。子供達の健や
かな成長のために、ご支援とご協力のほど、どうぞよろしくお願い
申し上げます。

「こだま」１５０号発行を迎え感無量でございます。
本当に色々な事がありました。良い思い出が沢山あります。２代目編集長

木村さんのお宅のぶどう棚の下でおいしいぶどうをいただきながら皆で編集会
議（？）楽しい思い出です。

また、秋葉所長さんの時「行ってみませんか…」シリーズで世田谷のあちこ
ちを見て廻りました事、とても良い時代でしたね。

「こだま」１４４号からA３紙面でカラーになりました。その何号か前まで
は森野さんと手書きする事もありました。

これからも所長さん・職員の皆さんのお力をいただき編集委員一同、地域の
皆様に読んでいただける「こだま」を発行していきたいと思います。

創刊号
掲載の
イラスト

●投票日に投票所に行けない方は
期日前投票のご利用を！！ ➡

問合せ：世田谷区選挙管理委員会事務局

TEL 03‐5432‐2751

東京
都知事
選挙

TOKYO 区内114か所
※投票日当日は整理券に記載されて

いる投票所でしか投票できません。

期日前投票 6/28(日)～7/4 (土)

投票所：まちづくりセンター28か所

本庁ブライトホール

受付時間：午前 8:30 ～午後 8:00
※本庁では、6/19(金)から受付

１０月１日現在で、日本に住む全ての人を対象として５年に一度の国勢調査
を実施します。

９月上旬から顔写真つきの「調査員証」を携帯した調査員が、皆様の

お宅へ調査書類の配布に伺います。
調査への回答はインターネットまたは郵送でお願いします。スマートフォンに

よる回答も可能です。
世田谷区令和２年国勢調査実施本部（統計調査担当課）

年月は早いもので１００号が最近の様に思いましたが、１５０号ということ
で改めておめでとうございます。いつも“こだま”が送られて来るたびに楽しく
読ませていただいています。前回も書きましたが依田さんが初回より元気で長
い間続けて頂いていることに感謝しています。

時代が変わっても地域の絆は変わりません。委員の皆様方の努力により地域
の情報を今後も続けていって下さい。２０２０年この大変な時期だから活躍す
る場ではないでしょうか。

私も年を取りほとんどの役等は辞退し悠々自適に過ごしていますが、時々過
去の出来事を写真等を見て思い出を振り返っています。

今後とも地域の為に皆で楽しく次の記念に向けて続けて行くことを願い望ん
でいます。

「生徒の夢や志を叶え、夢中になれる学校」

本年四月に着任いたしました。歴代の校長、ＰＴＡ、地域の皆様
が築きあげた実績と伝統を受け継ぎ、玉川中学校のさらなる発展に
寄与して参りたいと存じます。さて、本年より「せたがや11＋」が、
来年度から「新学習指導要領」が、それぞれ始まります。保護者、
地域の方々の願いを受け止めた学校運営を展開し「生徒の夢や志を
叶え、夢中になれる学校」になるよう努めて参ります。どうぞよろ
しくお願いいたします。

五月の総会をもちまして町会長の職を辞任
致しました。六期十二年間を務めさせていた
だき、町会長及び近隣町会の皆様に大変お世
話になりました。私自身、色々な経験をさせ
て頂き勉強になりました。肩の荷が一つ一つ
下りていき、気持ちが楽になってきます。
次期町会長の渡辺聖明様は幅広く活躍され、

みんなから信頼され得る人物です。次期町会
長としての活躍を期待しております。


