
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 15 日は終戦記念日で、戦争を振

り返る催しも各地で行われています。

さて、今回は多摩における戦時下のエ

ピソードをご紹介しましょう。 

写真をご覧ください。寺院のご住職

たちがずらりと並び、周囲には梵鐘
ぼんしょう

や

半鐘などが並べられています。この写

真は、昭和 17年(1942)頃に撮影された

金属供出のようすです。戦争が激しく

なり、金属が不足すると、金属製品を国

に差し出す「金属供出」が行われまし

た。お寺の鐘なども例外ではありませ

んでした。 

この写真に写っているのは、左から、

観音寺(多摩市関戸)、観蔵院(同東寺

方)、東福寺(同落合)、真明寺(同一ノ

宮)、大福寺(同貝取)、吉祥院(同落合)、

収入役、寿徳寺(同桜ヶ丘)のご住職た

ちです。多摩村内の由緒あるお寺から、

鐘や金属製品が供出されたことがわか

ります。 

これらの鐘は供出によってすべてが

失われたように思われましたが、実は

そうではありませんでした。昭和 50 年

（1975）頃、多摩ニュータウン開発に

よる区画整理が始まった際、落合の火

の見やぐらに、供出したはずの寺院の

鐘がかけられていることが判明したの

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

多摩ニュータウンにはたくさんの公

園があり、毎日近所の親子連れが遊び

にきていました。そこで、自分と考え方

やバックグラウンドの違う人とうまく

声を掛け合えない母親たちの姿を見ま

した。 

「彼女たちが、誰かのママとか誰か

の奥さんという立場ではなく、自分の

名前で社会と繋がることができれば、

もっと笑顔になれるはず」と思い、キャ

リア・マムの前身である育児サークル

を作りました。活動に共感してくれる

女性たちはまたたく間に増え、1 年も

経たないうちに有限会社を設立するに

至りました。 

「女性たちが再び社会と『働く』こと

で繋がれば、事業が継続するのでは」と

考えて、「ママの元気と笑顔を応援」を

合言葉に、現在も続くキャリア・マムの

活動がスタートしたのです。株式会社

化した今も、「子どもたちにどんな母親

の生き方を見せていくか」が、私たちに

とって大切なミッション。子どもたち

の「素敵な大人のロールモデル」とし

て、この多摩市に住んでいる全ての人

たちが笑顔で輝いてほしくて、22 年間

多摩市で事業を続けています。 

次回は、キャリア・マムの「在宅ワー

ク」という働き方で、全国 10 万人の登

録者と 3000 人の在宅ワーカーがかな

えた『新しい働き方』についてお伝えし

ます。 

しょうぶかん 
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全国１０万人の主婦ネットワークができるまで 

橋場万里子 多摩の歴史さんぽ（１６） 

 

戦時下の金属供出と残された半鐘 

堤  香 苗  
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この鐘には、｢(前文略)武州多摩郡貝

取村 貝取山大福禅寺 現住比丘大鏡代 

寛延三庚午十二月吉日 活功徳主貝取

村有山氏 清左門吉久 同郡谷保村関氏 

種久｣と彫られ、大福寺のものであるこ

とがわかりました。鐘は寛延 3 年

(1750)、谷保村(国立市谷保)の鋳物師・

関種久の作で、大変古いものです。 

なぜ、戦時中に供出した鐘が、落合の

火の見やぐらに架けられていたのでし

ょうか？おそらく、歴史ある貴重な鐘

が失われることに心を痛めた担当者

が、火の見やぐらの半鐘と取り換えて、

守ったのだろうと考えられています。

こうして見つかった大福寺の鐘は、平

成2年(1990)に新たなものと交換され、

半世紀ぶりに大福寺に戻り、法要が営

まれました。 

実は、このように｢守られた鐘｣は大

福寺の鐘だけではありませんでした。

吉祥院の鐘も、乞田の火の見やぐらに

掛けられて戦時下を潜り抜け、その後、

吉祥院に戻されていたことが判明しま

した。この鐘は享保 16 年(1731)に、江

戸神田の西村和泉守によって鋳造され

たものです。 

大福寺と吉祥院の鐘のエピソードか

らは、戦時中においても地域の文化財

を守ろうと心を砕いた人がおり、見事

に守りとおしたことがわかります。今

から 280 年ほど前の歴史ある鐘が地域

に残されたのも、当時の人の努力の賜

物なのです。 

 

皆さん、こんにちは。 株式会社キャ

リア・マム 代表の堤香苗です。 

ココリア多摩センター5 階で「おし

ごとカフェ&ホール キャリア・マム」、

7 階で多摩市認定創業支援施設「保育

室＆コワーキング CoCo プレイス」を

運営しています。 

私が多摩市に住み始めたのは、今か

ら 25 年ほど前、結婚して間もない頃で

した。都内の賃貸住宅から移り住んだ

のが公団の永山団地。学生時代は中野

や杉並あたりに住んでいましたが、「将

来子どもが生まれたら、緑に囲まれた

環境で子育てをしたい」そんな理由だ

けで、地縁も血縁もいない多摩ニュー

タウンを選びました。 

今から 30 年前、女子が大学に進学す

る割合はまだ 2 割程度。男女雇用機会

均等法が成立したものの、世の中はそ

こまで女性に期待をしていなかったの

で、ほとんどの総合職の女性たちは、力

を発揮できずに悔しい想いをしていま

した。 

下宿生や浪人生の女子は大手企業に

入れず、結婚、出産後はほぼ 100％の女

性が退職し「寿退社」が女の花道だった

時代。そんな中、フリーアナウンサーと

して細々とテレビやラジオ、イベント

などの仕事を続けていた私でしたが、

第一子出産とともに「働き方」を考えざ

るを得なくなったのです。 

 

 

 

 

 

 

筆者紹介：橋場万里子(はしば まりこ) 
パルテノン多摩歴史ミュージアム(公益財
団法人多摩市文化振興財団)学芸員。首都
大学東京、東京医療学院大学非常勤講師。 

 

 

筆者紹介：堤 香苗(つつみ かなえ) 
神戸女学院高等学部、早大文学部卒。大学
在宅中よりフリーアナウンサーとして
様々なメディアで活躍。多摩市で起業。今
期 20 期目を迎える株式会社キャリア・マ
ム代表取締役         鶴牧在住 

自分らしく生きる女性たちを応援しています（１） 

 

 寺院の金属供出(多摩村役場前にて)／大福寺所蔵 
 

三笑亭可龍 納涼独演会 
◆８月３日(土)  開場 13:30 開演 14:00 

会 場：2階ホール  入場料 \500  

※小学生以下無料 

出 演：三笑亭 可龍  

主 催：文化部会 

■三笑亭 可龍 プロフィール 

1978 年 東京都府中市出身 

1996 年 九代目三笑亭可楽に入門 

2010 年 真打昇進 

2013 年 3 月菖蒲館初出演 

現在、新宿末広亭、浅草演芸ホール、 

池袋演芸場、国立演芸場などで活躍中    

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加団体説明会 

☆日 時：6 月 29 日(土) 10:00～11:30 

☆場 所：2 階ホール 

☆主 催：菖蒲館まつり実行委員会 

 

 

夏休み子どもイベント 

～ つみ木広場 in 菖蒲館 ～ 

☆日 時：8 月 24 日(土)10:00～15:00 

☆場 所：児童館 遊戯室 

☆参加費：無料(幼児は保護者同伴） 

～ 子どもランチ in 菖蒲館 ～ 

☆日 時：7 月 29 日(月)  

※詳しい内容は｢からき団メール｣と館内掲示でお知らせ 

～ 幼児プール in 児童館 ～ 

☆日 時：8 月 1 日(木)～10 日(土)10:30～12:30 

☆場 所：児童館テラス 

☆参加費：無料 ☆対 象：就学前の幼児 

☆主 催：児童館、広報部会 

☆問合せ：児童館(042-338-2277)または菖蒲館受付 

              

ハロー From Shobukan からきだ菖蒲館広報紙 

 

次号は 8 月 25 日 発行予定 

 

  

 

 

 

 

 

日曜朝市 

地元産の新鮮な野菜が菖蒲館の広場に！ 

☆日 時：第 93 回 7 月 21 日(日) 9:00～11:00 
第 94 回 8 月 18 日(日) 9:00～11:00 

毎月 1 回実施(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 

みんなで歌う おたまじゃくし講座 

～いろいろな曲を楽しむひとときです～ 

☆日 時：7 月 20(土) 14:00～15:00 

☆場 所：2 階ホール 

☆参加費：入場無料(事前の申込み必要） 

☆主 催：文化部会 

 

映画鑑賞会 

万引き家族 

生活費を祖母の年金と万引きで賄う一家の姿を通して、 

人と人とのつながりを描いたヒユーマンドラマ 

日本アカデミー賞最優秀作品賞、 

カンヌ国際映画祭パルムドール 

ゴールデングローブ最優秀外国語映画賞 

監督：是枝裕和 

出演：リリー・フランキー、安藤サクラ、 

樹木希林、松岡茉優 ほか 

☆日 時：7 月 16 日(火) 上映 14:00～16:00 

☆場 所：2 階ホール  

☆参加費：無料(直接会場へ) 

☆主 催：福祉部会映画同好会 

 
※問合せ・申込：☎042-338-6333(事務局)10:00 より 

  

 

 

  

 

 

 

花いっぱい運動でつくる“絆” 

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。協力員の方々とご一緒にご参加下さい。 

☆日 時：7 月 20 日(土)10:00～ 

     8 月 17 日(土)10:00～ 

☆場 所：菖蒲館玄関前 

☆主 催：まちづくり部会 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この活動は一般財団法人セブン-イレブン記念財団の助成を受けています 

 

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、 

     どなたでもご利用できる身近な相談窓口です ～ 

☆日 時：7 月 16 日(火) 14:00～16:00 

      ※8 月は休みです。次回は 9 月 17 日(火)を予定 
☆場 所：1 階第１会議室 ☆参加費無料(直接会場へ) 

※相談員は社協・包括の職員｡相談内容は守られます 

☆主 催：福祉部会、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 

パソコン教室 

～ Excel 2016初級講座 ～ 

☆日 時：7 月 11 日、18 日、25 日 

8 月 1 日、 8 日 

毎週木曜 10:00～12:00 

☆場 所：2 階第 2 会議室 

☆定 員：5 名(申込み先着順 受付 10:00～)電話受付可 

☆受講料：2000 円(5 回分一括納入) 

☆機 器：ノートパソコン(Windows10)を貸与 

☆主 催：パソコン教室特別委員会 

   

 

 

唐木田コミュニティセンター 総会開催 

去る 5 月 11 日(土)「第 9 回定期総会」が開催され。平成 30

年度の事業報告や決算報告、令和元年度の議案が審議され、

全議案とも原案通り可決されました。 

 

 

 

東京五輪音頭-2020- 講習会 

～ 正しい踊り方を習得するための講習会を開催します ～ 

☆日 時：7 月 7 日(日) 14:00～16:00 

☆場 所：2 階ホール 

☆参加費：無料（当日先着順で 50 名） 

     ※飲み物･上履きは各自でご準備ください 

☆講 師：東京 2020 組織委員会より２名 

☆主 催：福祉部会、健康・スポーツ部会 

☆共 催：大松台小学校、南鶴牧小学校 

 

菖蒲館ウォーキング(予告) 

〜ブルーベリー摘みとウォーキング〜 

☆日 時：７月下旬～8 月中旬(学校夏休み中 2 回開催)  
☆定 員：①、②コースとも 20 名(申込み先着順） 

☆参加費：1 人 100 円（保険代ほか） 

☆場 所：町田市図師町の農園 

☆持ち物：タオル､飲み物､帽子､敷物バス代など 

     ※詳細日程は 7 月 1 日に菖蒲館に掲示 
                          

第 38回からきだ菖蒲館 地域健康・医療講座 

～スポーツウェルネス吹矢 体験会～ 

☆日 時：7 月 13(土) 13:30～15:30 
☆場 所：2 階ホール（直接会場にて受付） 

☆参加費：1人 200円（保険代、マウスピース代ほか） 

☆講 師：スポーツ吹矢多摩唐木田支部 

☆主 催：健康・スポーツ部会 

 

 

 

 

10/19＆20(土＆日) 

 

 

※４日を除く 

アガパンサス 
  唐木田にて 

唐木田駅前で大妻女子大生もいっしょに 


