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路は歩車共 

存型（オラ 

ンダ発祥の 

ボンエルフ 

型）コミュ 

ニティ道路 

とし緑の軸を通して、これはガーデン

ロードと名づけられました。 

７．ガーデンロード 

 ガーデンロードは、東は駅近くのエ

ステート中沢団地の入口から、西は都

営別所第 2団地付近まで延長約 890m、

幅員６～9m、車の通過交通を極力排除

するため一方通行とし、速度を抑える

ため曲線やジグザク線で蛇行させ、電

線類は地中化し、街路樹と草花や灌木

の植栽地を設け、沿道の住宅の緑と一

体となってこの街の緑の軸となるよう

にしました。 

 榎戸、李久保両街区公園もこれに接

して配置されました。舗装はアスファ

アルト､白河石､小舗石、石積は諏訪鉄

平石と質の高いものが使われました。

しかし、完成してから 20年以上経た現

在、改良すべき点も多々あり、関係し

た者として責任を感じます。 

 市財政の悪化から、公共施設の管理

に手が回らず、劣化が急速に進んでい

ます。何とかしなければと思う今日こ

の頃です。写真は、16 年前(1999 年)

のガーデンロードです。 

 ＊引用･参考文献：｢多摩ニュータウン開発 

  事業誌｣､平成 20年(2008)､ＵＲ都市機構 

 ６．唐木田地区の戸建住宅地 

 「唐木田・中沢地区」のうち、中沢

地区の新住宅市街地開発事業地区(以

下、新住地区)には中高層住宅がありま

すが、唐木田地区の新住地区は戸建住

宅地となりました。 

 この戸建住宅地は、新住地区と区画

整理地区とも南向きで東西約 900m、南

北約 50～200mと細長く高低差があり、

起伏の多い地形の土地で一体的に造成

されました。 

 区画整理地区は谷戸の旧集落(屋敷、

田畑)のあった区域で、道路、公園等の

公共施設は地主の方々に公共減歩制度

で負担していただきました。 

 昔は、バスがやっと通れた細い都道

(小山・乞田線)が新市街地に相応しい

アメリカハナミズキ並木の唐木田通り

に、農道も幅員 6mの区画道路に、土橋

街区公園も新たに整備されました。ま

た、唐木田駅予定地に菖蒲園がありま

したが、現状保存が不可能なため、そ

の菖蒲は中沢池に移植保存となりまし

た。唐木田駅舎の菖蒲のステンドグラ

スがそのメモリーとなりました。 

 多摩市と公団の共同で昭和 62年(1987）

12月に策定された「唐木田駅周辺開発

基本計画」より、新住地区の戸建住宅

地計画の基本コンセプト「人と樹が織

りなす多摩自然郷」の実現へと計画・

設計が再検討されました。そして、東

西に延びる丘陵と谷筋の地形を活かし

花や緑豊かな落ち着いた木造戸建住宅

地とすることになりました。 

 具体的な戸建住宅地づくりでは、多

摩ニュータウンで一般的になっていた

歩行者専用道路を採用せず、メイン道

 前回、本格的な活動が始まる前に、

たくさんの「いいこと」が見つかりま

したね。今回はいよいよ活動内で発見

していきましょう！ 

 今回はどのような作業でしょうか？

土に肥料などを入れて耕すような力仕

事。花の苗がたくさん届いてデザイン

をしながらの植え付け作業。花が咲い

た後、種を付けないように花がらを摘

む根気のいる作業。水やりや、周りが

汚れていたら掃除をするなど日常的に

行う作業。大まかにこのような作業に

分けられると思いますが、全部が得意

という方はあまりいらっしゃらないと

思います。 

 力仕事は得意だけれど、細かい作業

は苦手だな…。長時間は作業できない

けれど、頻繁に見に来ることはできる

よ。力仕事は苦手でも、デザインセン

スは任せて！ など、たくさんの方が

集まると互いの不得意をカバーできま

す。そして、「この作業の時には、あ

なたがいてくれないと困るのよ」と必

要とされるのは嬉しいことです。ちな

みに私は、虫を探すのが得意です！ 

 自分の得意なことが活かせるだけで

はなく、もしかしたら「私、こんなこ

とが得意だったんだ」と、新発見もあ

るかもしれませんね！ 

 さあ、作業が終わりました。いい汗

かけましたか？ お腹も減ってきたの 

            ではないで 

            しょうか？ 

            太陽の光を 

            浴び体を動 

            かすとご飯 

            もおいしく

なり、夜もぐっすりと休めるのではな

いでしょうか？ 専門的なことはわか

りませんが、お日様が昇って目を覚ま

し、陽のあるうちに働き、暗くなった

ら休むという、人間本来の動きをする

ことは心と体の健康に良いように思い

ます。 

 「いいこと」は、作業前や作業中だ

けではありません！ 普段外を歩く時、

私は自然と｢いいこと｣を探してしまい

ます。何気なく歩く道沿いに花壇が！

この花かわいいなとか、この組み合わ

せを家でもやってみようかしらとか、

アイデアが見つかります。「いいこと」

探しをしながら歩くと、ワクワクして

きませんか？ アンテナがビビッと反

応します！  

 そして、園芸作業の醍醐味といえば、

植物の生長を感じることができるとこ

ろ。前回植え付けた植物が大きく育ち、

たくさん花をつけていると嬉しいです

よね！ 少し水が足りなくてしおれか

けた花に水やりすると再びピンと背筋

を伸ばします。そのいきいきとした姿

に、力強さを感じませんか？ 具合が

悪そうだと心配になって原因を調べ、

手入れをして元気にすることができる

と、これがまた嬉しいですよね。もう、

我が子同然です！ 愛情かけて手入れ

をし、応えてくれる植物に、成果や達

成感を得ることもできます。 

 本当かな？ と思った方、百聞は一

見に如かず！ ぜひご参加ください。

きっと「いいこと」発見できますよ！ 

 

 

佐藤 佐知子 

私たちの街のみどり （最終回） 

大石 武朗 ～「唐木田・中沢地区」の街づくり～ 

筆者紹介：佐藤 佐知子（さとう さちこ） 

 恵泉女学園大学、多摩グリーンライブセン 

 タースタッフ 

筆者紹介：大石 武朗（おおいし たけろう） 

造園家。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」他。多摩市唐木田在住 

「いいこと」発見！ コミュニティガーデン (第２回) 

  

 

 

撮影 平田 哲郎氏 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ハロー From Shobukan 

 
日曜朝市 

地元産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！ 

☆日 時：第 39回 1月 18日(日) 9:00～11:00 
第 40回 2月 15日(日) 9:00～11:00 

毎月 1回実施します（原則第 3日曜日）     

☆場 所：菖蒲館 玄関前広場 

☆販売品：地元産の野菜など 

☆主 催：日曜朝市実行委員会 

次号は 2月 22日 発行予定 

 

からきだ菖蒲館広報紙 

 

 

 
※問合せ・申込：☎042-338-6333(事務局)10:00より 

 

絵本よみきかせ ～おはなしのいす～ 

☆日 時：1月 10日(土) 11:00～11:40 

     2月  7日(土) 11:00～11:40 

☆場 所：2階和室 （事前の申込みは不要です） 

※絵本は誰もが楽しめ心を豊かにしてくれます 

☆主 催：福祉部会 

☆問合せ：042-376-4538（白石） 

 
菖蒲館ウォーキング 

早春の「からきだの道」を歩こう ! 

～有志による あれこれガイドも聞けます～ 

☆日 時：3月 3日(火) 

 ※雨天の場合は 6日(金) 

☆集 合：9時 菖蒲館玄関前広場 

☆参加費：100円(保険代含む) 

☆持ち物：飲み物、帽子、雨具等   

☆主 催：健康・スポーツ部会 

 

 

 
福祉なんでも相談会 

～福祉、介護、認知症ほか 気になる事、悩み事、 

なんでもご相談ください～ 

    どなたでもご利用できる身近な相談窓口です 

☆日 時：1月 20日(火) 14:00～16:00 

     2月 17日(火）14:00～16:00 

☆場 所：1階第１会議室  

☆参加費：無料(直接会場へ) 

☆主 催：多摩市社会福祉協議会、多摩センター地域 

包括支援センター 

※相談員は社協・包括の職員です。相談内容や個人情報 

 は守られます。 

☆共 催：福祉部会 

 

  

 

 

 

卓球を楽しみませんか ! ! 

～冬の運動不足解消に～ 

☆日 時：1月 18日(日) 13:00～17:00 

     1月 25日(日) 13:00～17:00 

※開催時間内に随時、参加・退室できます。 

 ２､３月にも計画しており、日程は菖蒲館内に 

掲示します。 

☆場 所：唐木田児童館 遊戯室（卓球台 3セット） 

     ※動きやすい服装で、室内用運動靴のご用意を。 

      (ラケットはできればご持参ください) 

☆参加費：各日毎に大人１００円（傷害保険代を含む） 

     小どもは無料 申込みは不要、直接会場へ 

☆主 催：健康・スポーツ部会 

☆協 力：唐木田児童館 

 
花いっぱい運動 

みなさんのご協力で、菖蒲館は四季折々、様々な草花

でいっぱいです。協力員の方々と一緒に参加ください。 

☆日 時：1月 17日(土)10:00～ 

  2月 21日(土)10:00～ 

☆場 所：菖蒲館玄関前 

☆主 催：まちづくり部会 
     （協力員募集中） 

  

 
第 1６回からきだ菖蒲館 地域健康・医療講座 

「 薬の基礎知識 」 

～薬の飲み方、注意点～ 

☆日 時：1月 25日(日) 14:00～15:30 

☆場 所：2階ホール 

☆参加費：入場無料 直接会場で受付 

☆講 師：古川 翔氏 薬剤師 

(株)マリン薬局(唐木田) 

☆主 催：健康・スポーツ部会 

 

 

 
パソコン教室（Excel基本講座） 

～基本的な使い方、簡単な集計表の作り方など～ 

☆日 時：2月 5日､12日､19日､26日､3月 5日 
(毎週木曜日)10:00～12:00、5回         

☆場 所：第 2会議室 

☆定 員：5名（申込み多数の場合は抽選） 

     ※日本語入力ができ、毎回参加できる方 

☆受講料：5,000円（5回分、テキスト代含む） 

  ※初回に一括お支払いください 

☆機 器：ノートパソコン(Windows8)を貸与します 

☆申 込：往復ハガキに氏名、住所、電話番号を記入

の上、菖蒲館「パソコン教室」係へ郵送 

（1月 25日必着） 

☆主 催：地域 ICT化支援特別委員会 

 

 

 
第４回からきだ菖蒲館まつりを開催 

11月 8､9両日からきだ菖蒲館まつりを開催しました。

地域の方々に多数お越しいただき、無事終了いたしま

した。皆様のご協力ありがとうございました。 

 

 

からきだ菖蒲館 新春落語会 

 

◆１月１７日(土)  開場 13:30 開演 14:00    

会 場： 2階ホール    入場料 500円 

出 演： 三笑亭 可龍  

主 催： 文化部会 
 

1978 年 府中市出身 

1996 年 九代目三笑亭可楽に入門 

1997 年 可壽男（かずお）で前座 

2001 年 二ツ目昇進 三代目可龍となる 

2010 年 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 

■三笑亭 可龍 プロフィール 

三笑亭可龍 独演会 
  

 

 
映画鑑賞会ご案内 

～懐かしの映画や最新作を楽しみませんか～ 

上映作品「ショーシャンクの空に」 

1994年に公開されたアメリカ映画。 

無実の罪で投獄された有能な銀行員が 

刑務所内の人間関係を通して、腐敗した 

刑務所の中でも希望を捨てず、 

前向きに、生き抜いていく・・・・・ 

主演：ティム・ロビンス、モーガン・フリーマン 

☆日 時：1月 21日(水) 開場 13:00 

     上映 13:30（終了予定 16:00） 

☆場 所：2階ホール ☆入場無料 

☆定 員：申込みは不要、直接会場へお越しください 

☆主 催：福祉部会 映画同好会 

  

パンジー 


