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こだま 

上野毛地区内にある大学からごあんない 
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日本赤十字社資（会費)募集 

ご協力ありがとうございました 

日赤上野毛分団          

（5月～１１月までの結果報告） 

事務局：上野毛まちづくりセンター 

 

古着・古布回収の報告 

ご協力ありがとうございました 

 １０月２３日（土）に古着・古布回収を上野毛まちづくりセンター、中町小・玉

川中学校、野毛青少年交流センターで行いました。今回は、選挙の日程との

調整が難航し、町会回覧が行えず広報板やホームページでのご案内となりま

したが、それでもたくさんの方にご参加いただきました。回収量は6,310kgで

した。 

 収益は、まちづくり活動や青少年育成事業に役立てさせていただきます。 
 
   主催 上野毛地区町会連合会  協力 上野毛地区ごみ減量・リサイクル推進委員会 

地区の皆さんに 

もっと知ってほしい 

 今回、多摩美術大学の学生さんから掲載の

依頼がありました。 

 上野毛地区内にある私たちの大学を、「もっ

と知ってほしい！」 「美術を身近に感じてほし

い！」という想いにあふれています。 

ご来場には予約が必要です。二次元コードからお申込みください。 

お問い合わせは、TEL：０３－３７０２－１１４１(大学研究室）までご連絡ください。 

のちほど、担当者から折り返しご連絡します。 

 

※会場にはエレベーターがございません。あらかじめご承知おきください。 

５８７件 

５９８，３００円 

ミニコミ紙「こだま」は、上野毛地区（上野毛・野毛・中町）の情報を掲載した広報紙です 

 コロナ禍のなか、私はマスクに友人からい

ただいたり、買ったりしたチャームをつけて

楽しんでいます。またマスクで覆われた顔の

なかで眼の周りをお化粧して気分を変えてい

ます。今でも外食は控え、おうちごはんです。 

 

豊田編集委員 

 自宅にいる時間が増えたので、多少お料理

が上手になりました。ぬか漬けに挑戦、焼売作

り、干し野菜など。普段作らなかった茶碗蒸し

も、作ってみると案外簡単にできるのだと実

感しています。友人との集まりがなくなり、会

話が少なくなっていますが、小さなベランダ

ガーデンに癒される毎日です。 

 

鶴岡編集委員 

 コロナ終息に向かいつつありますが、まだま

だ気を緩めることなく今まで通り密をさけ、部

屋の換気、手指消毒、マスク着用などの基本的

な生活習慣を心がけていくことが大切ですね。

体力維持のため、室内でできる足踏みやスク

ワットなどの軽い運動を取り入れるのも良いで

すね。コロナに負けることなく元気で生活しま

しょう。  

 

村井編集委員 

 おうち時間で愛犬ポリーと芸の練習をして

います。ポリーは介護施設で利用者の方と触

れ合っていますが、コロナ禍でもう1年以上活

動休止なので、この時間を利用してハードル

飛び、輪くぐり、ドッグダンスなどをマスター

して皆さんにお披露目する日を楽しみにして

います。   

 

稲葉編集委員 

 新型コロナウイルスのニュースが毎日報道

されるなか、感染者数は減ってきています

が、まだまだ安心できません。マスク、消毒は

必要です。また、一日に何度も手を洗うので

冬に向けて手指のお手入れも忘れずに！ 

 

依田編集長 

 
コロナの影響で休刊していましたが、

１年6ヶ月ぶりに発行を再開しました 

  

セラピー犬 ポリーちゃん 中町4・５丁目町会の 

防犯活動「緑のレンジャー」のお手伝いもします 

コロナに負けるな 

 今回は「こだま」編集委員にコロナ禍での過ごし方やモチベー

ションのあげ方、応援メッセージなどをいただきました。まだ油

断できない日々が続いていますが、コロナに負けず、ともに乗り

越えましょう。 

      
１面 

２・３面 

４面 

コロナに負けるな 
こんなときのご相談は？ 

（まちづくりセンター、あんしんすこや

かセンター、社会福祉協議会） 
古着・古布回収報告 

日本赤十字社募金報告 

多摩美術大学卒業制作展のごあんない 

 私は数年前大きな手術をしてから少しの坂

でも息苦しいため、人のいない所だけはマス

クを外して歩いてます。そのため、出かける時

は、マスクを付けたり外したりが忙しいです。

家に帰れば、必ず手洗いうがいをします。 

マスクを付けずに歩ける日が早く来ますよう

に。 

 

大和田編集委員 

 『お天気が良いと気持ちがいいわ。』とか、

『寒い日はシャキッとなるわ。』とか、『スー

パーで買い物して、いつの間にかポイントが

貯まったわ。』とか、ちょっとしたことでも楽

しく過ごしましょう。  

 

佐藤編集委員 

 コロナになり何十年ぶりに家にいることに

なり自由な時間が増え、今までできなかった

ことをと思っていましたが、何も行動に移せ

ず、元の生活になった時に気持ちをどう変え

て良いか心配になっています。 

 

守屋編集委員 
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連携     

社会福祉協議会

TEL：070-3946-9799 あんしんすこやかセンター

TEL：03-3703

こんなときのご相談は？

 

 

 
介護

医療・福祉

健康・生活

あんしんすこやかセンターの仕事を一部ご紹介

● 介護保険の要介護認定 

● 高齢者への保健医療サービス（おむつ代支給等）の相談や申請  

● 虐待や消費者被害の防止または早期発見、成年後見制度の利用

支援   

● 介護予防の普及啓発に関する講座の実施

～こんなお悩みがありましたらご相談ください～

● 高齢に伴うさまざまな困りごと 

● 在宅での療養生活や入院・転院、在宅復帰等に関すること（在宅

療養相談）  

● もの忘れや認知症に関すること 

● 障害のある方や子育て中のお困りごと 

今年から上野毛地区を担当し

ています 

上野毛地区の好きなところ 
 
・丸子川や谷沢川などの川

沿いの道を自転車で通るの

が気持ちよくて好きです 

 

佐藤主事 

社会福祉協議会の仕事を一部ご紹介 

● ボランティアのご登録・ご紹介 

● サロンやミニデイ、子ども食堂などの居場所づくり支援 

● 地域福祉の推進・普及活動のためのイベント実施や広報周知 

～こんなお悩みがありましたらご相談ください～ 

● 高齢者の見守りや掃除・洗濯・ゴミ出しお手伝いなどふれあい

サービスに関すること 

● 郵便物や生活費等の整理・管理援助などのあんしん事業、成年 

後見事業に関すること 

● 子どもの送迎・一時預かりなどファミリーサポートに関すること 

● 失業やコロナによる影響に伴う生活の困りごとの相談や、特例

貸付の申請に関すること 

上野毛地区３年目です 

上野毛地区の好きなところ 
 
・安藤忠雄さん設計の美し

い駅舎や五島美術館など

アートな街並みと自然も豊

かで穏やかなところです 

 

松本職員 

相談して安心していただける

対応を心がけています。お気

軽にご相談ください 

上野毛地区の好きなところ 
 
・二子玉川と自由が丘のおへ

そみたいで好きです 

 

柏熊職員 

「自然と芸術の街」である上

野毛地区で働けて光栄です 

上野毛地区の好きなところ 
 
・上野毛地区の新鮮な野菜

が大好きです 

 

井口職員 

お待ちしています

上野毛地区の好きなところ
 
・歴史と文化を感じること

ができるところです

 

藤巻職員 

気軽に立ち寄れる窓口を心が

けています 

上野毛地区の好きなところ 
 
・上野毛地区は緑の多い都内

屈指の住宅街で、とても好き

な街です 

 

芳賀職員 

 

山本職員

 上野毛地区会館では、「こだま」を始め 

区民の皆さまにお届けしたい情報や 

催しもののご案内などをたくさんご用意

しています 

    お気軽にお立ち寄りください 

地域活動への興味 

生活に関するお困りごと 

 
コロナ禍だからこそ、皆さま

とつながっていたいです 

上野毛地区の好きなところ 
 
・五島美術館や上野毛自然公

園もあり、住宅含め融合され

た魅力ある地区だと思います 

 

鶴若職員 

お気軽にお声かけください 

上野毛地区の好きなところ 
 
・公園で元気に遊んでいる

子どもが多く、やさしい街

なので好きです 

 

佐藤管理者 

 

社会福祉士 

主任ケアマネジャー 

ケアマネジャー 

看護師 

あんすこ君 

ご相談内容に応じて、民生委員、医療機関、行政機関などと連携

し、必要なサービスが利用できるよう支援いたします 

※  

住所： 中町２－３３－１１ 

連携 
あんしんすこやかセンター 

03-3703-8956 

まちづくりセンター

TEL：03-3705-1361 

こんなときのご相談は？ 

 

 

 

まちづくりセンターの仕事を一部ご紹介 

● 証明書の取次ぎ発行 

（住民票、印鑑登録証明書、現年度の課税証明書） 

● 国民健康保険証や国民健康保険高齢受給者証、介護保険の保

険証および資格者証、後期高齢者医療被保険者証の再発行 

● ごみ散乱防止ネットの助成 

● 高枝切りばさみ・車いすの貸出し 

● 新型コロナワクチン接種をインターネットで予約される方のお

手伝い 

※ 

身近な地区のご相談ごと 

まちづくり支援 

証明書発行 

介護 

医療・福祉 

健康・生活 

あんしんすこやかセンターの仕事を一部ご紹介 

高齢者への保健医療サービス（おむつ代支給等）の相談や申請   

虐待や消費者被害の防止または早期発見、成年後見制度の利用

介護予防の普及啓発に関する講座の実施 

～こんなお悩みがありましたらご相談ください～ 

高齢に伴うさまざまな困りごと  

在宅での療養生活や入院・転院、在宅復帰等に関すること（在宅

もの忘れや認知症に関すること  

障害のある方や子育て中のお困りごと  

今年度所長に着任しました 

上野毛地区の好きなところ 
 
・地区内を少しずつ散策中

です。子どもの頃、崖線沿い

で育ったので、とても懐かし

い感じがします 

 

石井所長 

どんなご相談でも、お待ち

しています 

上野毛地区の好きなところ 
 
・富士見橋から見える富士

山です 

 

松崎職員 

お待ちしています 

上野毛地区の好きなところ 

歴史と文化を感じること

ができるところです 

上野毛地区に30年以上住ん

でいます。 皆さんとの繋がり

を大切にしていきます 

上野毛地区の好きなところ 
 
・盆踊りや祭り等、地区のイベ

ントが多く楽しいです 山本職員 

赴任３年目になりました  

上野毛地区の好きなところ 
 
・公園や崖線の緑など自然に

恵まれているところ。鳥の声

やお散歩中の犬の姿に元気

をいただいています 

 

浅枝係長 

よろしくお願いします 

上野毛地区の好きなところ 
 
・富士見橋は晴れていると

きには富士山も見えるの

で、おすすめです！ 

 

浅見職員 

お気軽にお越しください 

上野毛地区の好きなところ 
 
・美味しいお店がたくさんあ

るところです。いろいろ教え

てください 

 

森山職員 

採用1年目です。１年目らし

くがむしゃらに頑張ります 

上野毛地区の好きなところ 
 
・日々、上野毛地区の緑の多

さに癒されています 

 

酒井職員 

お役に立てたら嬉しいです 

上野毛地区の好きなところ 
 
・住んでいる方が穏やかで優

しくて大好きです。四季折々

様々な顔を見せてくれる五島

美術館の庭園はおススメです 

 

清水職員 

お時間のある時にお立ち寄

りください 

上野毛地区の好きなところ 
 
・上野毛地区会館です。資料

コーナーには珍しい書籍も

あります 

 

小佐野職員 

戻ってまいりました ‼ 

上野毛地区の好きなところ 
 
・地域の皆さまの穏やかな人

柄にホッコリします。そして、

仕事帰りデパ地下散歩を楽し

んでいます 

 

宮内職員 

上野毛地区会館 

１階で 

お待ちしています 

相談内容に応じて、民生委員、医療機関、行政機関などと連携           

し、必要なサービスが利用できるよう支援いたします  

上記の手続きには、申請できる方やお持ちいただくものに条件が

あります。詳しくは事前にまちづくりセンターへお問い合わせくだ

さい 


