
 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                                                                                                          

                                         

さらに、地域との連携を深める目的

で、近隣の大松台小学校の１年生、あ

おぞら保育園、こころ保育園の子ども

たちにも来てもらい、ヤギとのふれあ

いを楽しんでもらいました。 

そんな楽しい日々もあっという間に

過ぎ、12月 19日、ヤギとのお別れの日

になりました。子どもたちに感想を聞

いてみるとさまざまな答えが返ってき

ました。「重くなって抱っこするのが大

変だった」「走ると思ったより速かっ

た」「うんちやおしっこをいっぱいする

ことがわかった」・・・等々 

実際にふれあい、世話をする中で子

どもたちはかけがえのない経験をし、

たくさんのことを学びました。お別れ

会で、農工大の渡辺教授は、「ヤギが無

事にこんなに大きくなったのは皆さん

が本当によく世話をして、大切に育て

てくれたおかげです。ありがとう。」と

話し、子どもたちが一生懸命世話をし

たことを認め、命を育むことの大変さ、

責任をもって世話をすることの重要さ

を教えてくださいました。 

 最後にみんなでお別れの抱っこやえ

さやりをして、ヤギを乗せた車を見送

りました。大きな声で「さようなら」

と手を振る子、大粒の涙を流し泣きじ

ゃくる子、ハンカチで涙をぬぐう教

員・・・みんなで別れを惜しみました。  

３頭のヤギの思い出は子どもたちの

心に宝物となっていつまでも残るに違

いありません。 
 
 
 

 
 
 
 
筆者：南鶴牧小学校 校長  
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(1989)２月、敷地下部の水田やプレイロ

ット（幼児の遊び場）等完成部分は逐次

暫定利用されましたが全面開園は平成６

年(1994)３月末となり、周囲の団地の入

居時期から大幅に遅れました。 

２．鶴牧西公園計画で目指したものは 

 貴重な原風景と立地特性を活かし、日

本の歴史的遺産ともいうべき伝統的農耕

文化(里山文化)を継承し、創造活動を体

験できる公園としました。水田での稲作、

果樹園・茶畑での果実・茶の栽培、雑木

林・竹林での筍・椎茸等の栽培、更に竹

細工(めかい)・藁細工・木工・草木染等

の工作・手芸、製茶・果実等の食品加工、

落葉による堆肥づくりなどの創造的レク

リエーション活動や生物観察などが出来

る場としました。お年寄りから親子三世

代にわたってこれらを通じて、農耕文化

やお年寄りの知 

恵などの伝承、 

そして昔からこ 

の地にお住まい 

の方々と新しい 

住民との交流、 

コミュニティ意 

識を図る場を目 

指し計画されま 

した。（次回に 

続く） 

 

 
注‐図-1,2 は UR 都市機構パンフレットより 

前回の訂正とお詫び：前回の図-１「富士山を正

面に据えた構想図」と訂正してください。 

 

筆者の紹介 

造園家：大石 武朗（おおいし たけろう） 

元住宅・都市整備公団勤務、多摩ニュータ

ウン開発に長く携わる。著書：「多摩ニュー

タウン今昔」ほか。多摩市唐木田在住 

はじめに 

前回述べましたように落合・鶴牧地区

は、「一生暮したい“ふるさと”と誇りに

できる街づくり」を目指し、四つの近隣

公園を環の様に配置し、緑の骨格「基幹

空間」が設定されました。今回と次回は

鶴牧西公園(以下、鶴西公園)について述べ

させて頂きます。鶴西公園は「基幹空間」

とその外側を環(リング)状に計画された

緑道(歩行者専用道路)の結節点にありま

す。鶴西公園は、川井家の屋敷の一部(約

1,500 ㎡)とそこにある有名なシダレザク

ラ(エドヒガンザクラ、市指定天然記念物、

樹齢 200 年余)と土蔵が川井家のご厚意も

有り、平成 20 年 

度末(2009 年 3 月 

末)編入され、面積 

約 5.92ha となり 

ました。また、菖 

蒲館から最も近い 

近隣公園です。 

 

１．多摩の原風景が残っていた敷地 

 落合・鶴牧地区は前回の写真-1で示し

た様に殆ど造成されていました。しかし、

鶴西公園敷地の約上半分は集合住宅地と

共に造成されましたが、西側下半分の敷

地は、農家の川井家母屋と土蔵、シダレ

ザクラのある屋敷や田畑のある旧集落の

区画整理地区に接し、敷地内の谷戸筋に

は湧水が有り、丘陵部には約 1.5haの雑

木林や竹林が残され、昔を偲ばせる貴重

な原風景が残っていました。 

公園整備は通常、団地の入居に合せて

整備し開園されました。しかし、鶴西公

園敷地の平坦な上部造成地は中沢・唐木

田地区の区画整理事業の屋敷の移転のた

め、庭木等の仮稙場に使用されました。

そのため、鶴西公園の着工は平成元年 

 

 
私たちの街のみどり  ～鶴牧西公園 その１～ (第二回)     

              大石 武朗 

南鶴牧小学校に子ヤギがやってきた！           

吉田 正行 

10 月２日、待ちに待ったヤギがやっ

てくる日です。子どもたちはこの日が来

るのを心待ちにしていました。 

南鶴牧小学校では２年前（現３年生が

１年生の時）東京農工大学からヤギをお

借りして１年生が飼育する体験をしま

した。今回、大学のご協力で３ヶ月間ヤ

ギを飼育させてもらえることになった

のです。ヤギを預かるにあたって、事前

に３年生から、世話をする１年生に気を

つけることを伝える機会を設けました。

３年生は、食べさせてよい葉や食べ物、

世話の仕方、注意することを１年生に教

えてくれました。 

さて、やってきたのは生後３ヶ月のか

わいい子ヤギが３頭。さっそく３色の首

輪を買って取り付けましたが、首が細い

ので首輪が大きすぎてなんだか重そう

です。名前はコテツ、トライチ、ポン

チ・・・みんな元気なオスです。新しい

場所に来て、しばらくは不安そうにして

いました。周りにだれかがいると静かに

えさを食べていますが、離れようとする

と３頭が一斉に「メーェ」と鳴き出すた

めに、かわいそうでチャイムが鳴っても

ヤギをおいて教室に行けないと困る子

がいたくらいでした。 

飼育小屋の掃除や糞の片づけは、１年

生が当番をつくって毎日行いました。子

どもたちは最初、「うんちが汚い、くさ

い」と言っていましたが、すぐに慣れて

きて一生懸命世話をしてくれました。 

ヤギたちも、しばらくすると慣れてき

て、リードをつけて校庭を散歩するまで

になりました。 

また、３頭の子ヤギは、保護者や地域

の方々からもとてもかわいがってもら

いました。朝や夕方の散歩の時に小屋に

よって声をかけたり、えさを持ってきて

くれたりする方もたくさんいました。 

 

図-1「オープンスペースシステム図」 

 

 

 

 

   

  

図-2 鶴牧西公園平面計画図 

 

鶴牧西公園には多摩市指定天然記念物のしだれ

桜があり、毎年多くの見物客が訪れます。     

樹齢２００年といわれ、長年「川井家のしだれ桜」

という名称で親しまれてきた巨樹です。 

 

この桜については、「私たちの街のみどり～鶴牧

西公園」の記事をあわせてお読み下さい。 

 （左写真、多摩市提供） 

鶴牧西公園のしだれ桜 

 

中沢地区からの遠景 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ハロー From Shobukan   

 

 

 
日曜朝市  

地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！ 
 
☆日 時：第 17 回 3 月 17 日（日）9 時～11 時 

第 18 回 4 月 21 日（日） 〃   

毎月 1 回実施します（原則第 3 日曜日）     

☆場 所：からきだ菖蒲館 玄関前広場   

☆野菜販売：周辺の農業生産者のご協力による   

☆主 催：運営協議会 日曜朝市実行委員会 

 

次号は 4 月下旬 発行予定 

 

楽器･楽譜ショールーム ＆ ヤマハ音楽教室 

ココリア多摩センター４Ｆ（多摩センター三越上） 

TEL.042-375-5311 営業時間 10:30～21:00 

http://www.suganami.com/tama/ 

 

 

 

 

 
多摩の桜を堪能しながら歩きませんか！ 

 
☆日 時：3 月 29 日（金）※雨天中止 

☆コース：菖蒲館～鶴牧西公園～乞田川沿い遊歩道～ 

     乞田・貝取ふれあい館～吉祥院～多摩中央公

園～宝野公園～奈良原公園～菖蒲館 

     ※約 8km、約 3 時間 

☆集 合：9 時 30 分 菖蒲館玄関前広場 

☆参加費：100 円（保険代含む）※事前申込み不要  

☆持ち物：飲み物、帽子、雨具等 

☆主 催：運営協議会 健康・スポーツ部会  

☆問合せ：042-338-6333 （事務局）  

からきだ菖蒲館広報紙 

 
2013年 からきだカラオケまつり 

 
☆日  時：3 月 17 日(日) 10 時～17 時 

☆場  所：２階ホール 

☆定  員：50 名（申込み先着順） 

☆参 加 費：300 円 

（デュエット、トリオまで同料金） 

☆出場資格：多摩市民(在住､在勤､在学) 

の方限定､高校生以上 

☆募集期間：2 月 1 日～2 月 28 日 

☆申  込：菖蒲館受付(来館の上申込み下さい) 

☆問 合 せ：042-338-6333 （事務局） 

☆主  催：運営協議会 からきだカラオケまつり実行委員会 

 
 

 

  

菖蒲の会（高齢者食事会） 
 

春光の一日、ご一緒にお食事しながら、 

楽しいひとときを過ごしませんか！ 
 
☆日 時：3 月 22 日（金）正午～午後 1 時半 

☆場 所：からきだ菖蒲館 1 階ギャラリー 

☆対象者：市内在住の 75 歳以上の方（付き添い 

     の方もご一緒にどうぞ） 

☆参加費：お一人 300 円 

☆定 員：15 名（申込み先着順） 

☆献 立：和風豆腐ハンバーグ、鶏の治部煮 

     三色ぼたもち、塩麹の野菜浅漬け 

     お吸い物、果物 

☆申 込：菖蒲館受付 042-338-6333 

☆主 催：運営協議会 福祉・環境部会 

 ※アレルギーのある方はご相談下さい 

男の料理教室 
初心者向け 楽しんで作りましょう 

フライパンで作る「ピザ」 
 

☆日 時：3 月 9 日（土）10 時～13 時 

☆場 所：菖蒲館 １階・調理室 

☆定 員：12 名（申込み先着順）  

☆参加費：500 円 

☆申 込：042-338-6333 （事務局） 

☆主 催：運営協議会 福祉・環境部会   

 

 

 

   
新都市センタービル ＋ ３階クリニックフロアー  

新垣内科外科クリニック 
 

診療時間 
月火水金：9時～12時  15時～18時  

土：9時～12時  
休診日：木曜日 日曜日 祝日 

  
東京都多摩市鶴牧 1-24-1 （多摩郵便局隣） 
☎ FAX 042-373-0514 

                             医師 新垣美郁代 

 

■一般・小児・外科・矯正・審美・インプラント 

■10:00～20:00 

■落合 2-33 クロスガーデン多摩 3F 

■TEL 042-313-8418 

 

 
「高齢者食事会」食事作りボランティア募集 

 
菖蒲館では年 4 回、高齢者に喜んでいただこうと食事会

を開催しています。1 回でもお手伝いして下さる方のご

連絡をお待ちしております。 

☆問合せ：042-338-6333 （事務局） 

☆担 当：運営協議会 福祉・環境部会 

 

◆3月 2日(土)  開場 13:30 開演 14:00  
会場：２階ホール 入場料 ５００円 

出演： 落 語：三笑亭 可龍 他 寝床の会２名出演 

主催： 運営協議会 文化部会 

 
唐木田コミュニティセンター 活動メンバーの募集 

 
運営協議会は、菖蒲館を運営し、地域住民の親睦と交流を図

ることを目的としてボランティアで活動しています。健康ス

ポーツ、文化、福祉環境、まちづくり、総務企画、広報の 6

部会があります。お気軽に事務局にお問合せ下さい。 

☆問合せ ：042-338-6333 （事務局） 

 

 

 

絵本よみきかせ 
 

～おはなしのいす～ 
 

☆日 時：3 月 2 日（土）11 時～11 時 40 分  

           4 月 6 日（土）11 時～11 時 40 分       

☆場 所：2 階和室 

☆申 込：事前の申込みは不要です。 

☆対象者：絵本は誰もが楽しめ心を豊かにして 

くれます。大人にも安らぎを与えてくれます。 

☆主 催：運営協議会 福祉・環境部会 

☆問合せ：042-376-4538（白石） 

1978 年 8 月東京都府中市出身 

1996 年 12 月九代目三笑亭可楽に入門 

1997 年 4 月可壽男（かずお）で前座 

2001 年 4 月二ツ目昇進 三代目可龍となる

2010 年 5 月真打昇進 

可楽師匠譲りの確かな古典の味わ

いは若手では特筆ものです。 

「多摩落語寝床の会」は、 昭和５７年多摩市公民館の青年教室の「落語教室」から誕生した素

人の落語の会です。この時、講師だったのが現在の九代目「三笑亭可楽」師匠です。「寝床の会」

の由来は、落語の演目によるもの。義太夫好きな大店の旦那、下手の横好きで客集めに四苦八苦。 

酒、肴付でお客を釣るが、みんな一度聞けば懲りてしまうということから、 落語界ではどうし

ようもない素人芸を「寝床」という符牒になっているくらい有名な噺です。 

■三笑亭 可龍 プロフィール 

■寝床の会  

 

 

 

 

 

おしらせ 
 

秋に写真展を企画中です。皆さんが撮影された多

摩地域の風景写真を募集します。詳細は次号に

て 

運営協議会 文化部会 

 
第６回からきだ菖蒲館 地域医療講座 

生き生きと充実した生活を送るためには 

～運動器の機能向上～ 

骨・関節・筋肉など運動器の機能低下は、転倒・閉じこ

もり・認知症になりやすくなります。日常生活に使える

筋力トレーニング・ストレッチの方法を学びましょう！ 

☆日 時：3月 9日(土) 13時半～15時 

☆場 所：２階ホール（入場無料） 

☆講 師：中沢 太氏 （中沢鍼灸接骨院 院長） 

☆主 催：運営協議会 地域医療連続講座特別委員会 

☆後 援：多摩市、多摩市医師会、 

多摩市社会福祉協議会 

☆問合せ：042-338-6333 （事務局） 

 
門松を作りました 

 
この正月、菖蒲館入口の門松をご覧に 

なったでしょうか？  

これはまちづくり部会が、松や竹など 

は多摩市から廃材を譲り受け、千両 

などは自宅から持ち寄って製作した 

ものです。 

運営協議会 まちづくり部会 
 

 

http://nedokonokai.com/ 

 

 

 


